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ポリシーセット
Cisco ISEはポリシーベースのネットワークアクセス制御ソリューションで、ネットワークアクセ
スポリシーセットを提供し、ワイヤレス、有線、ゲスト、およびクライアントプロビジョニン

グなど、さまざまなネットワークアクセスの使用例を管理できます。ポリシーセット（ネット

ワークアクセスとデバイス管理の両方のセット）を使用すると、認証および許可ポリシーを論理

的に同じセットにグループ化することができます。ロケーション、アクセスタイプ、類似パラ

メータに基づくポリシーセットなどの領域に基づいて、複数のポリシーセットを作成できます。

ISEをインストールすると、デフォルトのポリシーセットであるポリシーセットが常に 1つ定義
され、デフォルトのポリシーセットには、事前定義されたデフォルトの認証、許可、および例外

のポリシールールが含まれています。

ポリシーセットを作成するときは、ネットワークアクセスサービスはポリシーセットレベル

で、IDソースは認証ポリシーレベルで、ネットワーク許可は許可ポリシーレベルで選択するよ
うに、（条件および結果で設定された）これらのルールを設定できます。さまざまなベンダーに

対し、Cisco ISE対応ディクショナリからの属性のいずれかを使用して、1つまたは複数の条件を
定義できます。Cisco ISEでは、再利用可能な個別のポリシー要素として条件を作成できます。

ネットワークデバイスと通信するためにポリシーセットごとに使用されるネットワークアクセ

スサービスは、そのポリシーセットの最上位レベルで定義されます。ネットワークアクセスサー

ビスには次のものがあります。
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•許可されたプロトコル：初期要求とプロトコルネゴシエーションを処理するように設定され
たプロトコル

•プロキシサービス：処理のために外部 RADIUSサーバに要求を送信します

[デバイス管理（Device Administration）]ワークセンターから、ポリシーセットに関連する
TACACSサーバ順序を選択することもできます。TACACSサーバ順序を使用して、一連の
TACACSプロキシサーバを処理用に設定します。

（注）

デバイス管理の詳細については、「TACACS+を使用したデバイス管理の制御」の章を参照して
ください。

[ポリシーセット（Policy Set）]テーブルから確認できるポリシーセットの最上位レベルのルール
が、セット全体に適用され、残りのポリシーと例外のルールの前に一致している場合、ポリシー

セットは階層的に構成されています。その後、セットのルールが次の順序で適用されます。

1 認証ポリシールール

2 ローカルポリシー例外

3 グローバルポリシー例外

4 許可ポリシールール

カスタマイズされたポリシーセットを設定するには、以下を使用して作業できます。

•ポリシーセットの作成と管理, （26ページ）

•認証ポリシー, （27ページ）

•認可ポリシー, （33ページ）

•許可ポリシーの例外, （41ページ）

•ポリシー条件の設定、編集および管理, （52ページ）

ポリシーセットの機能は、ネットワークアクセスとデバイス管理ポリシーの場合と同じです。

この章で説明するすべてのプロセスは、[ネットワークアクセス（NetworkAccess）]および [デ
バイス管理（DeviceAdministration）]ワークセンターの両方で作業する場合に適用できます。
この章では、[ネットワークアクセス（Network Access）]ワークセンターのポリシーセット
について具体的に説明します。このワークセンターをアクセスするには、[ワークセンター
（Work Centers）] > [ネットワークアクセス（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy
Sets）]を選択します。

（注）
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ネットワークアクセスポリシーの用語

以下はポリシーセットページの一般用語の一部です。

アクセスコントロールリスト

Cisco ISEシステムのアクセスコントロールリスト（ACL）は、特定のオブジェクトまたはネッ
トワークリソースに接続する権限のリストです。ACLは、いずれのユーザまたはグループがオブ
ジェクトへのアクセス権を付与されるか、および指定されたオブジェクトまたはネットワークリ

ソースでどの操作が許可されるかを指定します。一般的なACLの各エントリは、サブジェクトお
よび操作を指定するか、または状態（許可または拒否など）を提供します。

許可されるプロトコル

各ポリシーセットの最上位に設定された許可されるプロトコルは、ネットワークリソースへのア

クセスを要求するデバイスとの通信にCisco ISEが使用できるプロトコルのセットを定義します。
ポリシーセットごとに 1つの許可されるプロトコルを設定することも、あらかじめ定義したサー
バ順序を設定することもできます。

認証ポリシー（Authentication policy）
認証ポリシーは、ポリシーセット内で構成されます。各ポリシーセットには、複数のルールを持

つ単一の認証ポリシーを含めることができます。処理のための認証ルールの優先順位は、（[設定
（Set）]ビューページから）ポリシーセット自体の [認証ポリシー（Authentication Policy）]テー
ブル内に表示されるように、それらのルールの順序に基づいて決定されます。

認証ポリシーは、最上位レベルのポリシーセットで設定された許可されたプロトコルを使用しま

す。IDソース順序は、Cisco ISEがそれぞれ異なるデータベース内でユーザクレデンシャルを検
索する順序を定義します。メインのポリシーセットの下の認証ポリシー内では、認証に使用され

る IDソースや IDソース順序、および IDメソッドを設定する条件ベースのルールを定義できま
す。

許可ポリシーと例外

許可ポリシーは、ネットワークにアクセスするときにさまざまなユーザグループのアクセス許可

を決定するユーザ定義のルールで構成されます。

許可ポリシーは、特定のまたはすべてのネットワークエンドポイントへのアクセスを許可し、共

通の権限セットを共有するユーザおよびデバイスのグループに適用するために作成されます。新

しい部門、ユーザグループ、デバイス、またはネットワークグループのニーズを満たす別のタイ

プの標準ポリシーを作成するために、特定の条件または権限を使用して別の特定の IDグループの
ニーズに対応するように変更するテンプレートとして使用することもできます。

一方で例外ポリシーは、制限された数のユーザ、デバイス、またはグループにネットワークリ

ソースへのアクセスを許可するなどの、即時または短期間のニーズを満たすために作成されます。
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例外ポリシーを使用すると、1人のユーザまたはユーザのサブセットに合わせて調整された、ID
グループ、条件、または権限に対する、カスタマイズされた値の特定のセットを作成できます。

これにより、さまざまな、またはカスタマイズされたポリシーを作成し、企業、グループ、また

はネットワークのニーズを満たすことができます。

認証ポリシー結果のオプション

認証に失敗した、ユーザが見つからない、または処理に失敗した場合にCisco ISEが取るべきアク
ションのコースを指定できます。認証ポリシー結果のオプションは、認証ポリシーレベルで設定

されます。

ID ソースと ID ソース順序
認証ポリシーレベルで設定される IDソースは、Cisco ISEがユーザ認証に使用するデータベース
を定義します。データベースは内部データベースの場合や、Active Directoryまたは LDAPなどの
外部 IDソースの場合もあります。一連のデータベースを IDソース順序に加えて、この順序をポ
リシー内で IDソースとしてリストできます。Cisco ISEは、リストされている順序でデータベー
ス内のクレデンシャルを検索します。

ネットワーク許可

ネットワーク許可は、ネットワークおよびそのリソースへのユーザアクセスならびに各ユーザが

システム上でこれらのリソースに対して実行できることを制御します。読み取り、書き込み、お

よび実行権限を許可する権限セットを定義して、Cisco ISEからネットワーク許可をアクティブに
します。Cisco ISEでは、ネットワークのニーズに合わせて、多数のさまざまな許可ポリシーを作
成できます。このリリースでは、Cisco ISEネットワークとリソースへのRADIUSアクセスだけを
サポートします。

ポリシールール

ポリシールールは、特定のポリシーを作成するために機能します。たとえば、ポリシーセットに

は、ネットワークアクセスに特定の許可されたプロトコルを使用する必要のある状況を示すルー

ルを含めることができます。認証ポリシーには、Active Directoryが認証に使用される状況を示す
ルールを含めることができます。標準の許可ポリシーには、IDグループに入力された値を特定の
条件または属性に関連付けて一意の許可プロファイルを作成する特定の権限セットを生成する

If-Then規則を使用するルール名を含めることができます。

ポリシーセット

ポリシーセットは、ネットワークアクセスのために許可されたプロトコルまたはサーバ順序、な

らびに認証および許可ポリシーとポリシー例外（すべてがユーザ定義の条件ベースのルールで設

定されている）を示す単一のユーザ定義ルールからなる階層コンテナです。
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ポリシー評価

ポリシーはルールで構成され、各ルールは満たされるべき条件で構成され、この条件によって、

ネットワークリソースへのアクセスなどのアクションの実行が許可されます。ルールベースの条

件は、ポリシーの基盤、つまり要求を評価するときに使用するルールのセットを形成します。

実行時に、Cisco ISEはポリシー条件を評価し、ポリシー評価が trueまたは false値のどちらを返
すかに応じて、定義されている結果を適用します。

ポリシー条件の評価時に、Cisco ISEは属性と値を比較します。ポリシー条件で指定された属性
に、要求内で割り当てられた値が含まれていない場合があります。このとき、比較に使用されて

いる演算子が「not equal to」である場合、この条件は trueと評価されます。その他の場合、この
条件は falseと評価されます。

たとえば、「Radius.Calling_Station_ID Not Equal to 1.1.1.1」という条件で RADIUS要求に Calling
Station IDが存在しない場合、この条件は trueと評価されます。この評価はRADIUSディクショナ
リに特有なものではなく、「Not Equal to」演算子の使用に起因して発生します。

ISEでは、[ポリシーセット（Policy Sets）]テーブルには、現在システムに設定されているすべて
のポリシーセットのリストが表示されます。有効なポリシーセットの順序によって、エンドポイ

ントがアクセスを要求するたびにシステムが関連するポリシーセットを検索する順序が決まりま

す。[ポリシー（Policy）]ページの [ポリシーセット（Policy Set）]テーブルの最後の行は、他の
設定されたポリシーセットのいずれかの要求と一致するルールが 1つもない場合に適用されるデ
フォルトポリシーです。デフォルトポリシーセットでは許可されたプロトコルと IDソースの選
択を編集できますが、削除することはできません。
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ポリシーセットの評価フロー

図 1：ポリシーセットの認証および許可の評価フロー

ポリシーセットの順序および認証と許可の評価フローは、次のとおりです。

1 ポリシーセットを評価します（ポリシーセットの条件を評価する）。その結果、ポリシーセッ

トが 1つ選択されます。

2 選択したポリシーセットの許可されたプロトコルルールを評価します。

3 選択したポリシーセットの IDストアルールを評価します。

4 次のパラダイムに基づいて、選択したポリシーセットの許可ルールを評価します。

a ローカル例外ポリシーが定義されている場合は、これを評価する

b 上記手順 aで一致がない場合、定義されていればグローバル例外ポリシーを評価する

c 上記手順 bで一致がない場合、許可ルールを評価する

どのポリシーセットにも一致しない場合は、デフォルトのポリシーセットが選択されます。

ネットワークアクセスワークセンター

ネットワークアクセスに関するオプションは、[ネットワークアクセスワークセンター（Network
Access Work Center）]メニュー（[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（Network Access）]）で、管理者が 1つの場所で簡単にネットワークアクセスに関連するすべて
のオプションにアクセスできるようにグループ化されます。
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[ネットワークアクセスワークセンター（Network AccessWork Center）]から次のタスクを実行で
きます。

•ユーザとデバイスの認証プロセスで使用する外部 IDストアを設定します。次の外部 IDスト
アを設定できます：ActiveDirectory、LDAP、ODBC、RADIUS、RSA、およびSAMLIDプロ
バイダです。

•認証および許可ポリシーで使用するポリシーの要素を定義します。

• Cisco ISEによって制御されているすべてのネットワークデバイスを追加します。デバイス
はタイプおよびロケーション別にグループ化することができます。

•必要に応じて、ユーザおよびネットワークデバイスの認証と許可ポリシーを定義します。

•クライアントのプロビジョニング、プロトコル設定、およびプロキシ設定に対するデフォル
トネットワークアクセス設定を確認します。

• RADIUSライブログを使用してネットワークイベントを監視します。

•ネットワークアクセスレポートを実行して、アクセスおよび許可の結果を確認します。

•診断ツールを使用してネットワークアクセスの問題のトラブルシューティングを行います。

[ポリシーセット（Policy Sets）] 領域の操作
ポリシーセットでは、論理的に同じセット内の認証および許可ポリシーをグループ化することが

できます。[ポリシーセット（Policy Sets）]領域では、ポリシーセットを設定、管理、および更
新できます。

ネットワークアクセスポリシーの [ポリシーセット（Policy Sets）]領域にアクセスするには、
[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス（Network Access）] > [ポリシーセッ
ト（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリシーの [ポリシーセット（Policy Sets）]領域
にアクセスするには、[ワークセンター（WorkCenters）] > [デバイス管理（DeviceAdministration）]
> [デバイス管理ポリシーセット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

[ポリシーセット（Policy Sets）]領域は、メインページと [設定（Set）]ビューで構成され、認証
および許可ポリシーと例外の設定を含む各ポリシーセットのすべての詳細を管理できます。

ポリシーセット

次の図に、[ポリシーセット（Policy Sets）]のメインページの主な要素を示します。
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次の表では、[ポリシーセット（Policy Sets）]のメインページの主な要素について説明します。

表 1：ポリシーセット

ネットワークアクセスポリシーの [ポリシーセット（Policy
Sets）]領域にアクセスするには、[ワークセンター（Work
Centers）] > [ネットワークアクセス（Network Access）] > [ポリ
シーセット（PolicySets）]を選択します。デバイス管理ポリシー
の [ポリシーセット（Policy Sets）]領域にアクセスするには、
[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device
Administration）] > [デバイス管理ポリシーセット（Device Admin
Policy Sets）]を選択します。

[ポリシー
セット

（Policy
Sets）]タ
ブ

1
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システムに現在設定されているすべてのポリシーセットのリス

トが示されます。有効なポリシーセットの順序によって、エン

ドポイントがアクセスを要求するたびにシステムが関連するポリ

シーセットを検索する順序が決まります。

ポリシーページの最後の行は、どのルールも要求と一致しない

場合に適用されるデフォルトポリシーです。このデフォルトポ

リシーの許可されるプロトコルおよび IDソースの選択は編集で
きますが、このセットを削除することはできません。

このテーブルから、次のことを行うことができます。

•ポリシーセットの順序を変更することで、システムによっ
てチェックされるセットの優先順位の変更。

•ポリシーセットのステータスを [有効（Enabled）]、[無効
（Disabled）]、または [モニタ対象（Monitored）]に変更。
[有効（Enabled）]がデフォルトです。

•フリーテキストポリシーセット名とポリシーセットの説
明の更新。

• [条件スタジオ（Conditions Studio）]へのアクセス。

•ポリシーセットプロトコルの設定。

•ポリシーセットの作成、削除、複製。

• [設定（Set）]ビューにアクセスして、ポリシーと例外を含
む完全なポリシーセットの設定の管理、更新、編集。

[ポリシー
セット

（Policy
Sets）]
テーブル

2

行をドラッグし、テーブル内のポリシーセットの優先順位を変

更するには、 をクリックし、ホールドして、ドラッグアンド

ドロップします。

有効な（アクティブな）ポリシーセットには のマークが付

いています。[ステータス（Status）]の詳細については、ポリシー
セットのメインページ：構成時の設定を参照してください。

編集済みでまだ保存されていない行には のマークが付いてい

ます。[保存（Save）]を選択するとアイコンが消えます。

[ステータ
ス

（Status）]
列
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[条件（Conditions）]列の任意のセルにカーソルを合わせ、[編集

（Edit）]アイコン をクリックして、[条件スタジオ（Conditions
Studio）]を開きます。[条件スタジオ（Conditions Studio）]から、
スタジオにアクセスした特定のポリシーセットに使用されたポ

リシールールや、システムライブラリで設定および維持されて

いるその他のすべての条件を含め、ポリシールールを構成する

ときにそれらの条件を使用するために、条件スタジオ条件のいず

れかを編集します。

[条件
（Conditions）]
列

3

さまざまなアクションを表示して選択するには、[アクション

（Actions）]列の歯車アイコン をクリックします。

• [上に新しい行を挿入（Insert new row above）]：[アクション
（Actions）]メニューを開いたセットの上に新しいポリシー
セットを挿入します。

• [下に新しい行を挿入（Insert new rowbelow）]：[アクション
（Actions）]メニューを開いたセットの下に新しいポリシー
セットを挿入します。

• [上に複製（Duplicate above）]：元のセットの上に、[アク
ション（Actions）]メニューを開いたセットの複製ポリシー
セットを挿入します。

• [下に複製（Duplicate below）]：元のセットの下に、[アク
ション（Actions）]メニューを開いたセットの複製ポリシー
セットを挿入します。

• [削除（Delete）]：ポリシーセットを削除します。

[アクショ
ン

（Actions）]
列

4

[表示（View）]列から矢印アイコン をクリックすると、[セッ
ト（Sets）]ビュー画面が開き、認証および許可ポリシーとポリ
シー例外を表示、管理、および更新できます。

[表示
（View）]
列

5

[リセット（Reset）]：テーブルを最後に保存した詳細に戻し、ま
だ保存されていない変更を削除します。

[保存（Save）]：テーブルから直接行った新しい変更をポリシー
セットのいずれかに保存し、それらの変更を実装します。

アクショ

ンボタン

6

[設定（Set）] ビュー

特定のポリシーセットを設定、管理、編集するには、[ポリシーセット（Policy Sets）]テーブル

から行った変更を保存またはリセットした後、[表示（View）]列の矢印アイコン を選択して

[設定（Set）]ビューを開きます。
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次の図に、[ポリシーセット（Policy Sets）] - [設定（Set）]ビューページの主な要素を示します。
認証と許可のための特定のセクションは、個別のセクションで説明されています。

次の表では、[設定（Set）]ビューのさまざまな要素について説明します。

表 2：[設定（Set）] ビュー

[設定（Set）]ビューでは、選択したポリシーセットのすべての
設定を表示、更新、管理できます。

[設定
（Set）]
ビュー

1

[条件（Conditions）]列の任意のセルにカーソルを合わせ、[編集

（Edit）]アイコン をクリックして、[条件スタジオ（Conditions
Studio）]を開きます。[条件スタジオ（Conditions Studio）]から、
スタジオにアクセスした特定のポリシーに使用されたポリシー

ルールや、システムライブラリで設定および維持されているそ

の他のすべての条件を含め、ポリシールールを構成するときに

それらの条件を使用するために、条件スタジオ条件のいずれかを

編集します。

[条件
（Conditions）]
列

2

すべてのポリシー設定（認証、例外、および許可）を表示、更

新、および管理するには、矢印アイコン を使用してポリシー

領域のいずれかを展開します。

ポリシー

と例外

3

[リセット（Reset）]：テーブルを最後に保存した詳細に戻し、ま
だ保存されていない変更を削除します。

[保存（Save）]：テーブルから直接行った新しい変更をポリシー
セットのいずれかに保存します。

アクショ

ンボタン

4

ポリシーおよび条件の事前定義済み設定とデフォルト設定

Cisco ISEには、次の表に示すように、ポリシーセット、認証、認可、例外、および条件の設定な
ど、ネットワークアクセスおよびデバイス管理ポリシーセットの一般的な使用例の一部である、

いくつかの事前定義済みの設定とデフォルト設定がパッケージされています。
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ポリシーセットのデフォルト設定

Cisco ISEを初めてインストールするときは、定義済みのポリシーセットは 1つしかありません。
このセットには、認証および許可ルールのすべての事前定義済み設定とデフォルト設定が含まれ

ています。このポリシーセットは、デフォルトのポリシーセットです。設定を変更することはで

きますが、削除することはできません。
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許可されるプロトコ

ル/サーバ順序
（RADIUS/TACACS+）

説明[名前（Name）]

このアクセスサービスは、有線および無線

の 802.1XおよびMAB認証ポリシールール
に使用できます。

ネットワークアクセスワークセンターの

デフォルトポリシーセットの場合、この設

定は、最後のデフォルトとしてポリシー

セットで使用されるネットワークアクセス

が許可されたプロトコルサービスです。

デバイス管理ワークセンターのデフォルト

ポリシーセットの場合、この設定では、

TACACS関連の許可されたプロトコルサー
ビスをポリシーセットで最後のデフォルト

として使用します。

これらのデフォルトセットに対して許可さ

れたプロトコルサービスは変更できます

が、条件を追加したり、セットを削除する

ことはできません。

デフォルトポリシーセット

（Default Policy Set）
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許可されるプロトコ

ル/サーバ順序
（RADIUS/TACACS+）

説明[名前（Name）]

ネットワークアクセ

スワークセンター

のデフォルトポリ

シーセットの場合、

デフォルトの許可さ

れるプロトコルサー

ビスはプロセスホス

トルックアップを有

効にするように設定

され、次の認証プロ

トコルを許可しま

す。

• PAP/ASCII

• EAP-MD5

• EAP-TLS

• PEAP

• EAP-FAST

• EAP-TTLS

許可されるプロトコ

ルの設定の詳細につ

いては、許可される

プロトコルを参照し

てください。

デバイス管理ワーク

センターのデフォル

トポリシーセット

の場合、デフォルト

のデバイス管理順序

は、次の認証プロト

コルを許可するよう

に設定されていま

す。

• PAP/ASCII

• CHAP

• MS-CHAPv1

TACACSの許可され
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許可されるプロトコ

ル/サーバ順序
（RADIUS/TACACS+）

説明[名前（Name）]

るプロトコルの設定

の詳細については、

デバイス管理：許可

ポリシーの結果を参

照してください。

認証ポリシーの事前定義済みおよびデフォルトのルール設定

認証ルールは、各ポリシーセット内で設定されます。

認証ルールは、認証に使用する IDソースデータベースと、認証が失敗した場合に実行するアク
ションを定義します。次の表に、インストール時にCisco ISEで使用可能な事前定義済みおよびデ
フォルトの各認証ルールに対して設定できる情報を示します。

•ルール名

•条件：以下で詳しく説明するように、いずれのシステムデフォルトにも条件は使用されませ
ん。条件はスマートな条件（再利用するためにライブラリに保存される）にしたり、特定の

ルールに対して作成することができます。事前定義されたルールに使用される使用可能なス

マート条件は、以下のさまざまな事前定義されたルールに従って、一意の名前で保存され、

次の表で詳しく説明します。事前定義済みポリシー条件（スマート条件）, （23ページ）独
自の条件をカスタマイズすることもできます。カスタマイズされた条件の設定の詳細につい

ては、ポリシー条件, （41ページ）を参照してください。

• IDソースまたはソース順序：認証に使用するユーザデータベース。IDソース順序の設定の
詳細については、内部 IDソースと外部 IDソースを参照してください。

•障害設定（オプション）：ユーザが認証されない場合に結果として生じるアクション
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オプション

（Options）
用途条件

（Conditions）
説明[名前（Name）]

オプション

は次のよう

に設定され

ています。

•認証に
失敗す

ると、

要求は

拒否さ

れま

す。

•設定さ
れた
ID
ソース

でユー

ザが見

つから

ない場

合、要

求は拒

否され

ます。

•プロセ
スが失

敗する

と、シ

ステム

は要求

を破棄

し、応

答を送

信しま

せん。

セット内の他の認証ルー

ルが一致しない場合、こ

のデフォルトポリシー

ルールは

All_User_ID_Stores ID順
序を認証します。この順

序には、次のようにシス

テムに事前定義されてい

るすべての IDストア内
のすべてのユーザが含ま

れています。

•内部ユーザデータ
ベース

•すべてのAD参加ポ
イント

•ゲストユーザ

IDストアの設定は変更
できますが、条件を変更

したり、このルールを削

除することはできませ

ん。

このセット

に対する条

件はありま

せん。デ

フォルトの

ルールとし

て、これ

は、上記す

べてのルー

ルが一致し

ない場合に

参照される

最後のルー

ルです。

ネットワークアクセスと

デバイス管理の両方につ

いて、これは、作成する

すべてのポリシーセット

と、システムのデフォル

トポリシーセットに含ま

れるデフォルトの認証

ルールです。

このポリシーを編集し

て、必要に応じて任意の

IDソース順序または ID
ソースを設定できます

が、条件を追加したり削

除したりすることはでき

ません。

デフォルト

   Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 管理者ガイド
16

ポリシーの設定および管理

ポリシーおよび条件の事前定義済み設定とデフォルト設定



オプション

（Options）
用途条件

（Conditions）
説明[名前（Name）]

オプション

は次のよう

に設定され

ています。

•認証に
失敗す

ると、

要求は

拒否さ

れま

す。

•設定さ
れた
ID
ソース

でユー

ザが見

つから

ない場

合、要

求は拒

否され

ます。

•プロセ
スが失

敗する

と、シ

ステム

は要求

を破棄

し、応

答を送

信しま

せん。

この事前定義済みの設定

は、ネットワークアク

セスワークセンターか

らのみ使用できます。

このデフォルトポリシー

は IDソースとして内部
エンドポイントデータ

ベースを使用します。

このポリシーを編集し

て、あらゆる IDソース
順序やアイデンティティ

ソースを必要に応じて設

定できます。

Wired_802.1X

Wireless_802.1X
この認証ルールでは、有

線および無線の 802.1Xス
マート条件と、デフォル

トのネットワークアクセ

スが許可されたプロトコ

ルサービス（ポリシー

セットのデフォルト設定,
（12ページ）の表で定
義）を使用します。

このポリシーは、無線と

有線両方の 802.1Xスマー
ト条件で指定された基準

に一致する要求を評価し

ます。

組織のニーズに応じて、

この設定に必要な変更を

加えることができます。

Dot1X
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オプション

（Options）
用途条件

（Conditions）
説明[名前（Name）]

オプション

は次のよう

に設定され

ています。

•認証に
失敗す

ると、

要求は

拒否さ

れま

す。

•設定さ
れた
ID
ソース

でユー

ザが見

つから

ない場

合、要

求は認

証に

プッ

シュさ

れま

す。

•プロセ
スが失

敗する

と、シ

ステム

は要求

を破棄

し、応

答を送

信しま

せん。

この事前定義済みの設定

は、ネットワークアク

セスワークセンターか

らのみ使用できます。

このデフォルトポリシー

は IDソースとして内部
エンドポイントデータ

ベースを使用します。

このポリシーを編集し

て、あらゆる IDソース
順序やアイデンティティ

ソースを必要に応じて設

定できます。

この認証ルールでは、有

線および無線の 802.1Xス
マート条件と、デフォル

トのネットワークアクセ

スが許可されたプロトコ

ルサービス（ポリシー

セットのデフォルト設定,
（12ページ）の表で定
義）を使用します。

このポリシーは、有線お

よび無線のMABスマー
ト条件で指定された基準

に一致する要求を評価し

ます。

MAB
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許可ポリシーの事前定義済みおよびデフォルトのルール設定

許可ルールは、各ポリシーセット内で設定されます。

許可ルールは、さまざまなセキュリティグループのネットワーク内でアクセス許可を定義しま

す。次の表に、インストール時にCisco ISEで使用可能な事前定義済みおよびデフォルトの各許可
ルールに対して設定できる情報を示します。

•ルール名

•条件：以下で詳しく説明するように、いずれのシステムデフォルトにも条件は使用されませ
ん。条件はスマートな条件（再利用するためにライブラリに保存される）にしたり、特定の

ルールに対して作成することができます。事前定義されたルールに使用される使用可能なス

マート条件は、以下のさまざまな事前定義されたルールに従って、一意の名前で保存され、

次の表で詳しく説明します。事前定義済みポリシー条件（スマート条件）, （23ページ）独
自の条件をカスタマイズすることもできます。カスタマイズされた条件の設定の詳細につい

ては、ポリシー条件, （41ページ）を参照してください。

•許可プロファイル：設定されたセキュリティグループに提供されるアクセス許可を定義しま
す。許可プロファイルの詳細については、Cisco ISEの許可プロファイル, （33ページ）を
参照してください。[ポリシーセット（Policy Set）]ページからインラインで新しい許可プロ
ファイルを設定することもできます。詳細については、許可ポリシーの設定, （39ページ）
を参照してください。

•セキュリティグループ：契約者、管理者、ゲスト、エンジニアなど、ネットワーク内の一般
的なニーズに基づいてさまざまなユーザグループを定義します。[ポリシーセット（Policy
Set）]ページからインラインで新しい許可プロファイルを設定できます。詳細については、
許可ポリシーの設定, （39ページ）を参照してください。

デバイス管理ポリシーの場合、コマンドセットとシェルプロファイルは、許可プロファイル

とセキュリティグループの代わりに設定されます。デバイス管理ポリシーセットの場合は、

次の表に示すとおり、デフォルトの許可ルールは1つしかなく、現在のところ追加の事前定義
済みルールは使用できません。コマンドセットとシェルプロファイルの詳細については、

「TACACS+を使用したデバイス管理の制御」を参照してください。

（注）

Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 管理者ガイド
19

ポリシーの設定および管理

ポリシーおよび条件の事前定義済み設定とデフォルト設定

b_ise_admin_guide_23_chapter_01000.pdf#unique_135


許可プロ

ファイル

（アクセス

許可）とセ

キュリティ

グループ

条件（Conditions）説明ステータ

ス

ルール名（Rule
Name）

ネットワー

クへのアク

セスが拒否

されまし

た。

このセットに対する条件は

ありません。デフォルトの

ルールとして、これは、上

記すべてのルールが一致し

ない場合に参照される最後

のルールです。

これは、システム

のデフォルトポリ

シーセットだけで

なく、作成したす

べてのネットワー

クアクセスポリ

シーセットに含ま

れるデフォルトの

許可ルールです。

このポリシーを編

集して、必要に応

じて許可プロファ

イルまたはセキュ

リティグループを

設定できますが、

条件を追加した

り、ポリシーを削

除したりすること

はできません。

[有効
（Enabled）]

デフォルト（ネット

ワークアクセスワー

クセンター）
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許可プロ

ファイル

（アクセス

許可）とセ

キュリティ

グループ

条件（Conditions）説明ステータ

ス

ルール名（Rule
Name）

コマンド

セット：
DenyAllCommands

シェルプロ

ファイル：

すべての

シェルプロ

ファイルを

拒否します

このセットに対する条件は

ありません。デフォルトの

ルールとして、これは、上

記すべてのルールが一致し

ない場合に参照される最後

のルールです。

これは、システム

のデフォルトポリ

シーセットだけで

なく、作成したす

べてのデバイス管

理ポリシーセット

に含まれるデフォ

ルトの許可ルール

です。

このポリシーを編

集して、必要に応

じてコマンドセッ

トまたはシェルグ

ループを設定でき

ますが、条件を追

加したり、ポリ

シーを削除したり

することはできま

せん。

[有効
（Enabled）]

デフォルト（デバイス

管理ワークセンター）

PermitAccessNetwork_Access_Authentication_Passed認証されたユーザ

へのアクセスを可

能にします。

[有効
（Enabled）]

Basic_Authenticated_Access

Cisco_WebAuthWireless_MABユーザを CWA
ポータルにリダイ

レクトします。

[有効
（Enabled）]

Wi-Fi_Redirect_to_Guest_Login

PermitAccess

ゲスト

Wireless_MAB

IdentityGroup Name Equals
Endpoint Identity
Groups:GuestEndpoints

ゲストユーザが

WebAuthから認証
された後にゲスト

アクセスを許可し

ます。

無効Wi-Fi_Guest_Access
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許可プロ

ファイル

（アクセス

許可）とセ

キュリティ

グループ

条件（Conditions）説明ステータ

ス

ルール名（Rule
Name）

NSP_Onboard

BYOD

Wireless_802.1X

EAP-MSCHAPv2
MSCHAPv2を使用
する無線 802.1X認
証がネイティブサ

プリカントプロビ

ジョニングプロセ

スにリダイレクト

されます。

無効Employee_Onboarding

PermitAccess

BYOD

Wireless_802.1X

BYOD_is_Registered

EAP-TLS

MAC_in_SAN

無効Employee_EAP-TLS

PermitAccessNetwork_Access_Authentication_Passed

Compliant_Devices
対応デバイスのア

クセスをイネーブ

ルにします。

無効Compliant_Devices_Access

AnyConnect_Temporal_OnboardNetwork_Access_Authentication_Passed

Non_Compliant_Devices
無効Noncompliant_Devices_Redirect

AnyConnect_Temporal_OnboardNetwork_Access_Authentication_Passed

Compliance_Unknown_Devices
無効Unknown_Compliance_Redirect

Non_Cisco_IP_PhonesNon_Cisco_Profiled_Phones[有効
（Enabled）]

プロファイリングされ

た非 Cisco IP Phone

Cisco_IP_PhonesInternalUser IdentityGroup
EQUALS Endpoint Identity
Groups:Profiled:Cisco-IP-Phone

[有効
（Enabled）]

プロファイリングされ

た Cisco IP Phone

Blackhole_Wireless_AccessWireless_Access

InternalUser IdentityGroup
EQUALS Endpoint Identity
Groups:Blacklist

[有効
（Enabled）]

無線ブラックリスト

デフォルト
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事前定義済みポリシー条件（スマート条件）

ポリシー条件は [条件スタジオ（Conditions Studio）]から作成され、[条件スタジオライブラリ
（Conditions Studio Library）]から管理されます。初期インストール時に、Cisco ISEには事前定義
されたスマート条件が含まれています。これらの条件は、ポリシーセットおよびルールの設定時

に簡単に使用でき、さまざまなデフォルトおよび事前定義済みのポリシーセットや、認証および

許可ルールで使用されます。これらの事前定義されたスマートな条件は、組織のニーズに基づい

て編集、名前変更、削除することができます。カスタマイズされた条件の設定と既存の事前定義

済み条件の詳細については、ポリシー条件, （41ページ）を参照してください。

説明[名前（Name）]

•正規化されたRadius RadiusFlowTypeはWired802_1xに相
当

有線 802.1x（Wired 802.1X）

•正規化されたRadius RadiusFlowTypeはWireless802_1xに
相当

無線 802.1x（Wireless 802.1X）

•正規化された Radius RadiusFlowTypeはWiredMABに相
当

有線MAB

•正規化された Radius RadiusFlowTypeはWirelessMABに
相当

Wireless_MAB

デバイスプロファイルで定義されている対応するWeb認証属
性に従って、ワイヤレス LANコントローラからWeb認証の
要求を照合する条件。

• RADIUS:Service-Type equals Login

•演算子：AND

• RADIUS:NAS-Port-Type equals Wireless - IEEE802.11

WLC_Web_Authentication

• RADIUS:Service-Type equals Outbound

•演算子：AND

• RADIUS:NAS-Port-Type equals Ethernet

CatalystスイッチローカルWeb
認証

•正規化された Radius RadiusFlowTypeはWirelessWebAuth
に相当

ワイヤレス LANコントローラ
（WLC）ローカルWeb認証
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説明[名前（Name）]

•正規化された Radius RadiusFlowTypeはWirelessWebAuth
に相当

Switch_Web_Authentication

• RADIUS:Service-Type equals Outbound

•演算子：AND

• RADIUS:NAS-Port-Type equals Ethernet

Switch_Local_Web_Authentication

セッション PostureStatusは [準拠（Compliant）]に相当Non_Compliant_Devices

エンドポイント LogicalProfileは [IPフォン（IP Phones）]に相
当

Non_Cisco_Profiled_Phones

ネットワークアクセス AuthenticationStatusは
AuthenticationPassedに相当

Network_Access_Authentication_Passed

証明書のサブジェクト代替名は Radius Calling-Station-IDに相
当

MAC_in_SAN

ネットワークアクセスの使用例は [ゲストフロー（Guest
Flow）]に相当

Guest_Flow

ネットワークアクセス EapAuthenticationは EAP-TLSに相当EAP-TLS

ネットワークアクセス EapAuthenticationは EAP-MSCHAPv2
に相当

EAP-MSCHAPv2

セッション PostureStatusは [準拠（Compliant）]に相当Compliant_Devices

セッション PostureStatusは [不明（Unknown）]に相当Compliance_Unknown_Devices

• RADIUS:Service-Type equals Outbound

•演算子：AND

• RADIUS:NAS-Port-Type equals Ethernet

Catalyst_Switch_Local_Web_Authentication

エンドポイント BYODRegistrationは [はい（Yes）]に相当BYOD_is_Registered
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ポリシーセット設定のガイドライン

認証および許可ポリシーフローを管理するためにポリシーセットを設定します。

ポリシーセット作成のためのガイドラインは、次のとおりです。

•ルールは、名前、条件、結果を使用して設定されます。ポリシーセットを実装するには、認
証ルールと許可ルールを定義する必要があります。作成した新しいポリシーセットと同様

に、ISEで自動的にインストールされるデフォルトの事前設定済みポリシーセットは、既存
のデフォルトの認証および許可ポリシールールで自動的に作成され、その後編集または補足

できます。

•条件は、[条件スタジオ（Conditions Studio）]のライブラリに保存され、その後複数のポリ
シーセットに使用できます。

ポリシーセットを設定する手順の概要

次に、認証、例外、および許可ルールを含む完全なポリシーセットを設定する手順を示します。

1 ISEをインストールすると、デフォルトの ISE認証および許可ルールを含むデフォルトのポリ
シーセットが実装されます。デフォルトポリシーセットには、認証と許可のための追加の柔

軟な組み込みルール（デフォルトではない）も含まれています。これらのポリシーにルールを

追加して、組み込みルールを削除および変更できますが、デフォルトルールを削除することは

できず、デフォルトポリシーセットを削除することはできません。デフォルトおよび組み込

みの設定の詳細については、ポリシーおよび条件の事前定義済み設定とデフォルト設定, （11
ページ）を参照してください。

セットとルールをカスタマイズする場合は、まず独自の条件、IDソース、セキュリティグルー
プ、許可プロファイルを作成します。または、作成しているポリシーセットを使用している間

にカスタマイズを構成することもできます。たとえば、許可ポリシーにルールを追加する際

に、[新しい許可プロファイルの作成（Create a NewAuthorization Profile）]を選択して、許可プ
ロファイルをカスタマイズし、現在編集中のポリシーセットに追加することができます。

2 ポリシーセットの作成と管理, （26ページ）

3 認証ポリシーの設定, （30ページ）

4 許可ポリシーの設定, （39ページ）
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ポリシーセットの作成と管理

認証ルールと許可ルールを管理するには、まずそれらを含むポリシーセットを作成する必要があ

ります。このタスクでは、ポリシーセットの作成方法について説明します。後続のタスクでは、

ポリシーセットを更新し、認証および許可ルールを管理する方法について説明します。

ステップ 1 ネットワークアクセスポリシーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリシーの場合は、
[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デバイス管理ポリシー
セット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

ステップ 2 いずれかの行の [アクション（Actions）]列から、歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンメニュー
から、必要に応じて、挿入オプションまたは複製オプションのいずれかを選択して新しいポリシーセット

を挿入します。

[ポリシーセット（Policy Sets）]テーブルに新しい行が表示されます。
ステップ 3 [ステータス（Status）]列から、現在の [ステータス（Status）]アイコンをクリックし、ドロップダウンリ

ストから必要に応じてポリシーセットのステータスを更新します。ポリシーセットのステータスの詳細

については、ポリシーセットのメインページ：構成時の設定を参照してください。

ステップ 4 テーブル内のポリシーセットの場合は、[ポリシーセット名（PolicySetName）]または [説明（Description）]
のセルをクリックして、フリーテキストを変更します。

ステップ 5
条件を追加または変更するには、[条件（Conditions）]列のセルにカーソルを合わせ、 をクリックしま

す。[条件スタジオ（Conditions Studio）]が開きます。詳細については、ポリシー条件, （41ページ）を
参照してください。

選択するすべての属性に「Equals」、「Not Equals」、「Matches」、「Starts With」、「Not Starts With」
の演算子オプションが含まれているわけではありません。

「Matches」演算子は、ワイルドカードなしの正規表現（REGEX）をサポートし、使用します。

単純比較の場合は、「equals」演算子を使用する必要があります。「Contains」演算子は、複数
値属性に使用できます。正規表現の比較には、「Matches」演算子を使用する必要があります。
「Matches」演算子を使用すると、正規表現は静的値と動的値の両方について解釈されます。

（注）

ステップ 6 [許可されているプロトコル（AllowedProtocols）]列で、このセットでフォローするプロトコルまたはサー

バ順序（Radiusまたは TACACS）を選択するか、または をクリックして [新しい許可されているプロ
トコルを作成（Create a New Allowed Protocol）]、[新しい RADIUS順序を作成（Create a New Radius
Sequence）]または [TACACSサーバ順序を作成（Create a TACACS Server Sequence）]を選択し、次の手順
を実行します。

a) 開いた画面から、次のように新しいプロトコルまたは順序の詳細を入力します。

•許可されているプロトコルの設定の場合は、許可されるプロトコルを参照してください。

• Radiusサーバ順序の設定の場合は、RADIUSサーバ順序を参照してください。

• TACACS+サーバ順序の設定の場合は、TACACS+サーバ順序の設定, （73ページ）を参照して
ください。
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b) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 テーブルの右上にある [保存（Save）]をクリックします。
ステップ 8 [表示（View）]列から、 をクリックしてすべてのポリシーセットの詳細にアクセスし、認証および許

可ルールとポリシー例外を作成します。認証ルールを作成するには、認証ポリシーの設定, （30ページ）
を参照してください。許可および例外ルールを作成するには、許可ポリシーの設定, （39ページ）を参
照してください。

次の作業

1 認証ポリシーの設定, （30ページ）

2 許可ポリシーの設定, （39ページ）

認証ポリシー
各ポリシーセットには、そのセットの認証ポリシーを表す複数の認証ルールを含めることができ

ます。認証ポリシーの優先順位は、（[認証ポリシー（AuthenticationPolicy）]領域の [設定（Set）]
ビューページから）ポリシーセット自体に表示されるポリシーに対する順序に基づいて決定され

ます。

Cisco ISEは、ポリシーセットレベルで設定された設定に基づいて、ネットワークアクセスサー
ビス（許可されたプロトコルまたはサーバ順序のいずれか）を動的に選択し、その後、認証ポリ

シーレベルおよび許可ポリシーレベルから IDソースおよび結果をチェックします。複数の条件
を、Cisco ISEディクショナリ内の任意の属性を使用して定義できます。Cisco ISEでは、個々のポ
リシー要素として条件を作成し、ライブラリに保存してから、他のルールベースのポリシーに再

利用することができます。

認証ポリシーの結果である ID特定方法は、次のいずれかになります。

•アクセスを拒否：ユーザへのアクセスは拒否され、認証は実行されません。

• IDデータベース：次のいずれかの単一の IDデータベース。

◦内部ユーザ

◦ゲストユーザ

◦内部エンドポイント

◦ Active Directory

◦ Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）データベース

◦ RADIUSトークンサーバ（RSAまたは SafeWordサーバ）

◦証明書認証プロファイル
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• IDソース順序：認証に使用する IDデータベースの順序。

最初のCisco ISEインストール時に実装されるデフォルトポリシーセットには、デフォルトの ISE
認証ルールおよび許可ルールが含まれています。デフォルトポリシーセットには、認証と許可の

ための追加の柔軟な組み込みルール（デフォルトではない）も含まれています。これらのポリシー

にルールを追加して、組み込みルールを削除および変更できますが、デフォルトルールを削除す

ることはできず、デフォルトポリシーセットを削除することはできません。デフォルトおよび組

み込みの設定の詳細については、ポリシーおよび条件の事前定義済み設定とデフォルト設定, （
11ページ）を参照してください。

認証ポリシーのフロー

認証ポリシーでは、条件と結果で構成される複数のルールを定義できます。ISEは、指定した条
件を評価し、評価の結果に基づいて、対応する結果を割り当てます。IDデータベースは、基準に
一致する最初のルールに基づいて選択されます。

異なるデータベースで構成される IDソース順序を定義することもできます。Cisco ISEがデータ
ベースを検索する順序を定義できます。Cisco ISEは、認証が成功するまで指定された順序でこれ
らのデータベースにアクセスします。1つの外部データベースに同一ユーザの複数のインスタン
スが存在する場合、認証は失敗します。1つの IDソース内で、ユーザレコードは重複できませ
ん。
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IDソース順序には、3つのデータベース、または多くとも 4つのデータベースを使用することを
推奨します。

図 2：認証ポリシーのフロー

認証失敗：ポリシー結果オプション

識別方法としてアクセス拒否を選択した場合、要求への応答として拒否メッセージが送信されま

す。IDデータベースまたは IDソース順序を選択して、認証が成功した場合、処理は同じポリシー
セットに対して設定された許可ポリシーに対して続行されます。一部の認証は失敗し、その場合

次のように分類されます。

•認証の失敗：クレデンシャルが正しくない、無効なユーザであることなどが原因で認証が失
敗したことを示す明確な応答を受信します。アクションのデフォルトコースは拒否です。
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•ユーザが見つからない：どの IDデータベースでもこのユーザが見つかりませんでした。ア
クションのデフォルトコースは拒否です。

•処理の失敗：IDデータベース（複数の場合もある）にアクセスできません。アクションのデ
フォルトコースはドロップです。

Cisco ISEでは、認証失敗に対して次のアクションのコースのいずれかを設定することができま
す。

• [拒否（Reject）]：拒否応答が送信されます。

• [ドロップ（Drop）]：応答は送信されません。

• [続行（Continue）]：許可ポリシーに従って Cisco ISEを継続します。

[続行（Continue）]オプションを選択した場合でも、使用されているプロトコルの制限によりCisco
ISEが要求の処理を実行できない場合があります。PEAP、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、または
RADIUS MSCHAPを使用した認証では、認証に失敗したり、ユーザが見つからなかったときに
は、要求の処理を続行することはできません。

認証に失敗した場合、PAP/ASCIIまたはMAC認証バイパス（MABまたはホストルックアップ）
の許可ポリシーの処理を続行できます。その他のすべての認証プロトコルの場合、認証に失敗す

ると、次のいずれかの状態となります。

•認証の失敗：拒否応答が送信されます。

•ユーザまたはホストが見つからない：拒否応答が送信されます。

•処理に問題が発生：応答は送信されず、要求はドロップされます。

認証ポリシーの設定

必要に応じて、複数の認証ルールを設定および管理することによって、ポリシーセットごとに認

証ポリシーを定義します。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

オプションで、使用可能なシステムデフォルトを使用しない場合は、必要に応じて外部 IDスト
アを設定しておいてください。詳細については、ユーザおよび外部 IDソースの管理を参照してく
ださい。

ステップ 1 ネットワークアクセスポリシーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリシーの場合は、
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[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デバイス管理ポリシー
セット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

ステップ 2 認証ポリシーを追加または更新するポリシーセットの行から、ポリシーセットの詳細のすべてにアクセ

スし、認証および許可ポリシーとポリシー例外を作成するために、[ポリシーセット（Policy Sets）]テー

ブルの [表示（View）]列から をクリックします。

ステップ 3 ページの認証ポリシー部分の横にある矢印アイコンをクリックして、テーブル内のすべての認証ポリシー

ルールを展開して表示します。

ステップ 4 いずれかの行の [アクション（Actions）]列から、歯車アイコンをクリックします。ドロップダウンメ
ニューから、必要に応じて、挿入オプションまたは複製オプションのいずれかを選択して、新しい認証ポ

リシールールを挿入します。

[認証ポリシー（Authentication Policy）]テーブルに新しい行が表示されます。
ステップ 5 [ステータス（Status）]列から、現在の [ステータス（Status）]アイコンをクリックし、ドロップダウンリ

ストから必要に応じてポリシーセットのステータスを更新します。[ステータス（Status）]の詳細につい
ては、認証ポリシーの構成設定を参照してください。

ステップ 6 テーブル内のルールの場合は、[ルール名（RuleName）]または [説明（Description）]のセルをクリックし
て、フリーテキストを変更します。

ステップ 7
条件を追加または変更するには、[条件（Conditions）]列のセルにカーソルを合わせ、 をクリックしま

す。[条件スタジオ（Conditions Studio）]が開きます。詳細については、ポリシー条件, （41ページ）を
参照してください。

選択するすべての属性に「Equals」、「Not Equals」、「Matches」、「Starts With」、「Not Starts With」
の演算子オプションが含まれているわけではありません。

「Matches」演算子は、ワイルドカードなしの正規表現（REGEX）をサポートし、使用します。

単純比較の場合は、「equals」演算子を使用する必要があります。「Contains」演算子は、複数
値属性に使用できます。正規表現の比較には、「Matches」演算子を使用する必要があります。
「Matches」演算子を使用すると、正規表現は静的値と動的値の両方について解釈されます。

（注）

ステップ 8 チェックして一致させる順序に従って、テーブル内のポリシーを編成します。ルールの順序を変更するに

は、行をドラッグして正しい位置にドロップします。

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックすると、変更内容が保存されて実装されます。

次の作業

1 許可ポリシーの設定, （39ページ）

認証ダッシュレット

Cisco ISEのダッシュボードには、ネットワークとデバイスに対し行われたすべての認証の概要が
表示されます。これには、認証ダッシュレットにある認証および許可の失敗についての概要情報

が表示されます。
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RADIUS認証ダッシュレットには、Cisco ISEが処理した認証に関する次の統計情報が表示されま
す。

•認証成功、認証失敗、同一ユーザによる同時ログインなど、Cisco ISEが処理した RADIUS
認証要求の総数。

• Cisco ISEが処理した、失敗した RADIUS認証要求の総数。

また、TACACS+認証の概要を表示することもできます。TACACS+認証ダッシュレットには、デ
バイス認証の統計情報が表示されます。

デバイス管理認証の詳細については、TACACSライブログを参照してください。RADIUSライブ
ログ設定の詳細については、RADIUSライブログを参照してください。

ISEコミュニティリソース

認証と許可の失敗のトラブルシューティング方法については、「How To: Troubleshoot ISE Failed
Authentications & Authorizations」を参照してください。

認証結果の表示

Cisco ISEにはリアルタイムで認証の概要を表示するさまざまな方法があります。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 ネットワーク認証（RADIUS）の場合は、[操作（Operations）] > [RADIUS] > [ライブログ（Live Logs）]
を選択し、デバイス認証（TACACS）の場合は、[操作（Operations）] > [TACACS] > [ライブログ（Live
Logs）]を選択して、リアルタイムの認証の概要を表示します。

ステップ 2 認証の概要を表示するには、次のような方法があります。

• [ステータス（Status）]アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、認証の結果と概要を表示でき
ます。ステータスの詳細とともにポップアップが表示されます。

•結果をフィルタリングするには、リストの最上部に表示される 1つ以上の任意のテキストボックス
に検索条件を入力して Enterを押します。

•詳細レポートを表示するには、[詳細（Details）]カラムにある虫眼鏡アイコンをクリックします。

認証概要レポートまたはダッシュボードが失敗または成功した認証に対応する最新のデー

タを収集して表示するため、レポートの内容は数分の遅延の後に表示されます。

（注）
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認証レポートおよびトラブルシューティングツール

認証の詳細の他に、Cisco ISEでは、ネットワークの効率的な管理に使用できるさまざまなレポー
トおよびトラブルシューティングツールが提供されます。

ネットワーク内の認証の傾向およびトラフィックを把握するために実行できるさまざまなレポー

トがあります。現在のデータに加えて履歴のレポートを生成できます。認証レポートのリストは

次のとおりです。

• AAAの診断

• RADIUSアカウンティング（RADIUS Accounting）

• RADIUS認証

•認証概要（Authentication Summary）

認可ポリシー
許可ポリシーは、Cisco ISEネットワーク許可サービスのコンポーネントです。このサービスを使
用して、ネットワークリソースにアクセスする特定のユーザおよびグループの許可ポリシーを定

義し、許可プロファイルを設定することができます。

許可ポリシーには条件付きの要件を含めることができ、この要件では、1つ以上の許可プロファ
イルを返すことができる許可チェックを含む複合条件を使用して、1つ以上の IDグループを組み
合わせます。さらに、条件付きの要件は、特定の IDグループの使用とは別に存在することがあり
ます。

許可プロファイルは、Cisco ISEで許可ポリシーを作成するときに使用されます。許可ポリシーは
許可ルールで構成されます。許可ルールには、名前、属性、および権限の3つの要素があります。
権限要素は、許可プロファイルにマッピングされます。

Cisco ISE の許可プロファイル
許可ポリシーは、特定のユーザおよびグループの IDにルールを関連付け、対応するプロファイル
を作成します。これらのルールが設定された属性と一致する場合は、常に、権限を付与する、対

応する許可プロファイルがポリシーによって返され、ネットワークアクセスがこれに応じて許可

されます。

たとえば、許可プロファイルには、次のタイプに含まれるさまざまな権限を含めることができま

す。

•標準プロファイル

•例外プロファイル

•デバイスベースのプロファイル
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プロファイルは、利用可能なベンダーディクショナリのいずれかに保存されているリソースセッ

トから選択された属性で構成され、特定の許可ポリシーの条件が一致したときに返されます。許

可ポリシーには単一のネットワークサービスルールにマッピングする条件を含めることができる

ため、許可チェックのリストを含めることもできます。

許可確認は、返される許可プロファイルに準拠する必要があります。許可確認は、通常、ライブ

ラリに追加できるユーザ定義名を含む 1つ以上の条件から構成され、他の許可ポリシーで再利用
できます。

許可プロファイルの権限

許可プロファイルの権限設定を開始する前に、以下を確認します。

•許可ポリシーおよび許可プロファイル間の関係を理解している

•許可プロファイルページをよく理解している

•ポリシーおよびプロファイルを設定する場合に必要な基本ガイドラインを知っている

•許可プロファイルの権限の構成を理解している

許可プロファイルを使用するには、[ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（PolicyElements）] > [結
果（Results）]を選択します。左側のメニューから、[認証（Authorization）] > [許可プロファイル
（Authorization Profiles）]を選択します。

ネットワークでさまざまなタイプの許可プロファイルのポリシー要素権限を表示、作成、変更、

削除、複製、または検索するプロセスの開始点として [結果（Results）]ナビゲーションペインを
使用します。[結果（Results）]ペインには、最初 [認証（Authentication）]、[許可（Authorization）]、
[プロファイリング（Profiling）]、[ポスチャ（Posture）]、[クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]、および [TrustSec]のオプションが表示されています。

許可プロファイルでは、RADIUS要求が受け入れられたときに返される属性を選択できます。Cisco
ISEでは、[共通タスク（Common Tasks）]設定を設定して共通に使用される属性をサポートでき
るメカニズムが提供されます。CiscoISEが基盤となるRADIUS値に変換する [共通タスク（Common
Tasks）]属性の値を入力する必要があります。

ISEコミュニティリソース

802.1xサプリカント（Cisco AnyConnect Mobile Security）とオーセンティケータ（スイッチ）間
のMedia Access Control Security（MACsec）暗号化を設定する方法の例については、「MACsec
Switch-host Encryptionwith CiscoAnyConnect and ISEConfiguration Example」を参照してください。

ロケーションに基づく認証

Cisco ISEは、Ciscoモビリティサービスエンジン（MSE）と統合し、物理ロケーションベースの
認証を導入します。Cisco ISEは、MSEからの情報を使用して、MSEによって報告されるユーザ
の実際の位置に基づいて差別化されたネットワークアクセスを提供します。
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この機能を使用すると、エンドポイントのロケーション情報を使用して、ユーザが適切なゾーン

にいる場合にネットワークアクセスを提供できます。また、エンドポイントのロケーションをポ

リシーの追加属性として追加して、デバイスのロケーションに基づいてより詳細なポリシー許可

のセットを定義することもできます。次のように、ロケーションベースの属性を使用する許可

ルール内で条件を設定できます。

MSE.Location Equals LND_Campus1:Building1:Floor2:SecureZone

ロケーション階層（キャンパス/ビルディング/フロア構造）を定義して、Cisco Prime Infrastructure
のアプリケーションを使用してセキュアおよび非セキュアのゾーンを設定できます。ロケーショ

ン階層を定義した後、ロケーション階層データをMSEサーバと同期する必要があります。Cisco
Prime Infrastructureの詳細については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.html
を参照してください。

1つまたは複数のMSEインスタンスを追加して、MSEベースのロケーションデータを許可プロ
セスに統合できます。これらのMSEからロケーション階層データを取得し、このデータを使用し
てロケーションベースの許可ルールを設定できます。

エンドポイントの移動を追跡するには、許可プロファイルの作成時に [移動の追跡（Track
Movement）]チェックボックスをオンにします。Cisco ISEは、5分ごとにエンドポイントロケー
ションの関連MSEにクエリを行い、ロケーションが変更されたかどうかを確認します。

複数のユーザを追跡すると、頻繁な更新によってパフォーマンスに影響します。[移動の追跡
（Track Movement）]オプションは、上位のセキュリティロケーションに使用できます。

（注）

ロケーションツリーは、MSEインスタンスから取得されたロケーションデータを使用して作成
されます。ロケーションツリーを使用して、許可ポリシーに公開するロケーションエントリを選

択できます。

ロケーションサービスを使用するには、ISE Plusライセンスが必要です。（注）
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MSE サーバの追加

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [ロケーションサービス（Location
Services）] > [ロケーションサーバ（Location Servers）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 サーバ名、ホスト名/IPアドレス、パスワードなど、MSEサーバの詳細を入力します。
ステップ 4 指定したサーバの詳細を使用してMSEの接続性をテストするには、[テスト（Test）]をクリックします。

ステップ 5 （任意）エンドポイントがこのMSEに現在接続されているかどうかを確認するには、[ロケーション検索
（Find Location）]フィールドにエンドポイントのMACアドレスを入力し、[検索（Find）]をクリックし
ます。

エンドポイントのロケーションが見つかった場合は、Campus:Building:Floor:Zoneの形式で表示されます。
ロケーションの階層およびゾーンの設定によっては、複数のエントリが表示される場合があります。たと

えば、Campus1という名前のキャンパス内のビルディング（building1）のすべてのフロアが非セキュア
ゾーンとして定義され、最初のフロアのラボエリアがセキュアゾーンとして定義されている場合、エン

ドポイントがそのラボエリアにある場合は、次のエントリが表示されます。

見つかった場所：

Campus1#building1#floor1#LabArea

Campus1#building1#floor1#NonSecureZone

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。
新しいMSEを追加したら、[ロケーションツリー（Location Tree）]ページに移動し、[更新の取得（Get
Update）]をクリックして、ロケーション階層を取得し、それをロケーションツリーに追加します。この
ツリーで定義されたフィルタがある場合、これらのフィルタは新しいMSEエントリにも適用されます。

ロケーションツリー

ロケーションツリーは、MSEインスタンスから取得されたロケーションデータを使用して作成
されます。ロケーションツリーを表示するには、[管理（Administration）] > [ネットワークリソー
ス（Network Resources）] > [ロケーションサービス（Location Services）] > [ロケーションツリー
（Location Tree）]を選択します。

1つのビルディングに複数のMSEがある場合、Cisco ISEはすべてのMSEからロケーションの詳
細を照合し、単一のツリーとして表示します。

ロケーションツリーを使用して、許可ポリシーに公開するロケーションエントリを選択できま

す。また、要件に基づいて特定のロケーションを非表示にすることもできます。ロケーションを

非表示にする前にロケーションツリーを更新することを推奨します。非表示にされたロケーショ

ンは、ツリーが更新されても非表示のままになります。
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許可ルールに関連するロケーションエントリが変更または削除された場合は、影響を受けるルー

ルをディセーブルにし、これらのロケーションを [不明（Unknown）]として設定するか、または
影響を受ける各ルールに代替ロケーションを選択する必要があります。変更を適用したり更新を

キャンセルする前に新しいツリー構造を確認する必要があります。

すべてのMSEから最新のロケーション階層構造を取得するには、[更新の取得（Get Update）]を
クリックします。新しいツリー構造を確認したら、[保存（Save）]をクリックして変更を適用し
ます。

ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）
DACLを定義して、Access-Acceptメッセージを返すことができます。ACLを使用して、ネット
ワークに不要なトラフィックが発生することを防止します。ACLでは、RADIUSプロトコルを使
用して、送信元 IPアドレスと宛先 IPアドレス、トランスポートプロトコルなどをフィルタリン
グできます。

名前付き権限オブジェクトとして作成した DACLは、許可プロファイルに追加できます。その
後、これらの許可プロファイルを許可ポリシーの結果として指定できます。

既存のDACLと同じか、または類似する新しいDACLを作成する場合は、ダウンロード可能ACL
を複製できます。

複製の完了後、各 DACL（元の DACLおよび複製された DACL）に個別にアクセスして、編集ま
たは削除します。

DACL作成中は、キーワード Anyが DACLのすべての ACEのソースである必要があります。
DACLがプッシュされると、ソースの Anyがスイッチに接続されているクライアントの IPア
ドレスで置き換えられます。

（注）

ダウンロード可能 ACL に対する権限の設定

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可（Authorization）] >
[ダウンロード可能 ACL（Downloadable ACLs）]を選択します。

ステップ 2 [操作（Action）]アイコンをクリックし、[DACLの作成（CreateDACL）]を選択するか、[DACL管理ペー
ジ（DACL Management）]ページにある [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 DACLに値を入力します。[名前（name）]フィールドでサポートされる文字は次のとおりです：スペー
ス、! # $ % & ‘ ( ) * + , - ./ ; = ? @ _ {。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
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Active Directory ユーザ許可のためのマシンアクセス制限
Cisco ISEには、Microsoft Active Directory認証ユーザの許可を制御する追加の方法を提供する、マ
シンアクセス制限（MAR）コンポーネントが含まれています。この形式の許可は、Cisco ISEネッ
トワークにアクセスするために使用されるコンピュータのマシン認証に基づきます。成功したマ

シン認証ごとに、Cisco ISEは、RADIUS Calling-Station-ID属性（属性 31）で受信した値を、成功
したマシン認証の証拠としてキャッシュします。

Cisco ISEは、[Active Directoryの設定（Active Directory Settings）]ページの [存続可能時間（Time
to Live）]パラメータで設定された時間が失効になるまで各Calling-Station-ID属性値をキャッシュ
に保持します。失効したパラメータは、Cisco ISEによってキャッシュから削除されます。

ユーザをエンドユーザクライアントから認証する場合、Cisco ISEは、成功したマシン認証の
Calling-Station-ID値のキャッシュを検索して、ユーザ認証要求で受信した Calling-Station-ID値を
見つけようとします。Cisco ISEが一致するユーザ認証 Calling-Station-ID値をキャッシュで見つけ
た場合、これは、次の方法で認証を要求するユーザにCisco ISEが権限を割り当てる方法に影響し
ます。

• Calling-Station-ID値がCisco ISEキャッシュで見つかった値と一致する場合、成功した許可の
許可プロファイルを割り当てます。

• Calling-Station-ID値がCisco ISEキャッシュの値と一致しないことがわかった場合、マシン認
証のない成功したユーザ認証の許可プロファイルを割り当てます。

許可ポリシーおよびプロファイルの設定のガイドライン

許可ポリシーおよびプロファイルを管理または運用する場合、次のガイドラインに従ってくださ

い。

•作成するルール名は、サポートされている次の文字のみを使用する必要があります。

◦記号：プラス（+）、ハイフン（-）、アンダースコア（_）、ピリオド（.）、およびス
ペース（）。

◦アルファベット文字：A～ Z、a～ z。

◦数字：0～ 9。

• IDグループのデフォルトは「Any」です（このグローバルデフォルトを使用してすべての
ユーザに適用できます）。

•条件では、1つ以上のポリシー値を設定することが許可されています。ただし、条件はオプ
ションであり、許可ポリシーを作成する場合に必須ではありません。条件の設定および管理

の詳細については、ポリシー条件, （41ページ）を参照してください。条件の作成には 2つ
の方法があります。

◦選択肢の対応するディクショナリから既存の条件または属性を選択します。
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◦推奨値を選択またはテキストボックスを使用してカスタム値を入力できるカスタム条件
を作成します。

•作成する条件名は、サポートされている次の文字のみを使用する必要があります。

◦記号：ハイフン（-）、アンダースコア（_）、およびピリオド（.）。

◦アルファベット文字：A～ Z、a～ z。

◦数字：0～ 9。

•権限は、ポリシーに使用する許可プロファイルを選択するときに重要です。権限は、特定の
リソースへのアクセス権を付与したり、特定のタスクの実行を可能にしたりできます。たと

えば、あるユーザが特定の IDグループ（デバイス管理者など）に属しており、そのユーザ
が定義済みの条件（サイトがボストンにあるなど）を満たしている場合、このユーザは、そ

のグループに関連付けられた権限（特定のネットワークリソースのセットへのアクセス権、

デバイスへの特定の操作を実行する権限など）を付与されます。

許可ポリシーの設定

[ポリシーセット（Policy Sets）]領域の許可ポリシー部分では、許可ポリシーの表示、作成、複
製、変更、または削除を行うことができます。次の許可ポリシープロファイルの各項には、標準

許可ポリシーで指示されるアクションの例が示されています。

はじめる前に

この手順を開始する前に、管理者ポータルで使用される条件、IDグループ、状態、権限の基本構
成要素と利用方法の基本を理解している必要があります。

必要に応じてセキュリティグループタグ（SGT）を設定しておいてください。詳細については、
セキュリティグループアクセスコントロールリストの設定を参照してください。

ステップ 1 ネットワークアクセスポリシーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリシーの場合は、
[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デバイス管理ポリシー
セット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

ステップ 2 [表示（View）]列から、 をクリックしてすべてのポリシーセットの詳細にアクセスし、認証および許

可ポリシーとポリシー例外を作成します。

ステップ 3 ページの許可ポリシー部分の横にある矢印アイコンをクリックして、[許可ポリシー（AuthorizationPolicy）]
テーブルを展開して表示します。

ステップ 4 いずれかの行の [アクション（Actions）]列から、歯車アイコンをクリックします。ドロップダウンメ
ニューから、必要に応じて、挿入オプションまたは複製オプションのいずれかを選択して、新しい許可ポ

リシールールを挿入します。
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[許可ポリシー（Authorization Policy）]テーブルに新しい行が表示されます。
ステップ 5 ポリシーのステータスを設定するには、現在の [ステータス（Status）]アイコンをクリックし、ドロップ

ダウンリストの [ステータス（Status）]列から必要なステータスを選択します。ステータスの詳細につい
ては、許可ポリシーの設定を参照してください。

ステップ 6 テーブル内のポリシーの場合は、[ルール名（Rule Name）]のセルをクリックしてフリーテキストを変更
し、一意のルール名を作成します。

ステップ 7
条件を追加または変更するには、[条件（Conditions）]列のセルにカーソルを合わせ、 をクリックしま

す。[条件スタジオ（Conditions Studio）]が開きます。詳細については、ポリシー条件, （41ページ）を
参照してください。

選択するすべての属性に「Equals」、「Not Equals」、「Matches」、「Starts With」、「Not Starts With」
の演算子オプションが含まれているわけではありません。

「Matches」演算子は、ワイルドカードなしの正規表現（REGEX）をサポートし、使用します。

単純比較の場合は、「equals」演算子を使用する必要があります。「Contains」演算子は、複数
値属性に使用できます。正規表現の比較には、「Matches」演算子を使用する必要があります。
「Matches」演算子を使用すると、正規表現は静的値と動的値の両方について解釈されます。

（注）

ステップ 8 ネットワークアクセス結果プロファイルの場合は、[結果プロファイル（Results Profiles）]ドロップダウ

ンリストから関連する許可プロファイルを選択するか、または を選択またはクリックして、[新しい許
可プロファイルの作成（Create a New Authorization Profile）]を選択し、[新しい標準プロファイルの追加
（Add New Standard Profile）]画面が開いたら、次の手順を実行します。
a) 必要に応じて値を入力して、新しい許可プロファイルを設定します。[名前（name）]フィールドでサ
ポートされる文字は次のとおりです：スペース、! # $ % & ‘ ( ) * + , - ./ ; = ? @ _ {。

b) [保存（Save）]をクリックして、変更を Cisco ISEシステムデータベースに保存し、許可プロファイル
を作成します。

c) [ポリシーセット（PolicySets）]領域外のプロファイルを作成、管理、編集、および削除するには、[ポ
リシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認証（Authorization）] >
[許可プロファイル（Authorization Profiles）]を選択します。

ステップ 9 ネットワークアクセス結果のセキュリティグループの場合は、[結果のセキュリティグループ（Results

SecurityGroups）]ドロップダウンリストから関連するセキュリティグループを選択するか、または を

クリックして、[新しいセキュリティグループの作成（Create a New Security Group）]を選択し、[新しい
セキュリティグループの作成（Create New Security Group）]画面が開いたら、次の手順を実行します。
a) 新規セキュリティグループの名前と説明（オプション）を入力します。
b) この SGTを ACIに反映するには、[ACIに伝播（Propagate to ACI）]チェックボックスをオンにしま
す。この SGTに関連する SXPマッピングは、ACIが [ACIの設定（ACI Settings）]ページで選択した
VPNに属するときのみ ACIに反映されます。
このオプションはデフォルトでは無効になっています。

c) タグ値を入力します。タグ値は、手動で入力したり、自動生成されるようにしたり設定できます。ま
た SGTの範囲を予約できます。これは、から設定できます。[一般 TrustSecの設定（General TrustSec
Settings）]ページ（[ワークセンター（Work Centers）] > [TrustSec] > [設定（Settings）] > [一般 TrustSec
の設定（General TrustSec Settings）]）。
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d) [送信（Submit）]をクリックします。
詳細については、セキュリティグループの設定を参照してください。

ステップ 10 TACACS+の結果については、[結果（Results）]ドロップダウンリストから関連するコマンドセットと
シェルプロファイルを選択するか、または [コマンドセット（Command Sets）]または [シェルプロファ

イル（Shell Profiles）]列で をクリックして、[コマンドの追加（Add Commands）]画面または [シェル
プロファイルの追加（Add Shell Profile）]をそれぞれ開きます。[新しいコマンドセットの作成（Create a
New Command Set）]または [新しいシェルプロファイルの作成（Create a New Shell Profile）]を選択し、
フィールドに入力します。詳細については、「TACACS+コマンドセットの作成」または「TACACS+プ
ロファイルの作成」の項を参照してください。

ステップ 11 テーブル内でポリシーをチェックして一致させる順序を編成します。

ステップ 12 [保存（Save）]をクリックして、変更を Cisco ISEシステムデータベースに保存し、この新しい許可ポリ
シーを作成します。

許可ポリシーの例外

各ポリシーセット内では、通常の許可ポリシーの他に、ローカルの例外ルール（各ポリシーセッ

トの [設定（Set）]ビューの [許可ポリシーのローカル例外（Authorization Policy Local Exceptions）]
パートから定義される）およびグローバル例外ルール（各ポリシーセットの [設定（Set）]ビュー
の [許可ポリシーのグローバル例外（Authorization Policy Global Exceptions）]パートから定義され
る）も定義できます。

グローバル許可例外ポリシーを使用すると、すべてのポリシーセット内のすべての許可ルールを

上書きするルールを定義できます。グローバル許可例外ポリシーを設定すると、すべてのポリシー

セットに追加されます。グローバル許可例外ポリシーは、現在設定されているポリシーセットの

いずれかから更新できます。グローバル許可例外ポリシーを更新するたびに、それらの更新がす

べてのポリシーセットに適用されます。

ローカル許可例外ルールは、グローバル例外ルールを上書きします。許可ルールは、許可ポリシー

のローカル例外規則、グローバル例外規則、通常ルールの順番で処理されます。

許可例外ポリシールールは、許可ポリシールールと同じように設定されます。例外ポリシーを設

定するには、上記の通常の許可ポリシーの設定手順を参照してください。許可ポリシーの設定,
（39ページ）

ポリシー条件
Cisco ISEはルールベースのポリシーを使用してネットワークアクセスを提供します。ポリシー
は、ルールが条件で構成されているルールと結果のセットです。Cisco ISEでは、個々のポリシー
要素として条件を作成し、システムライブラリに保存してから、[条件スタジオ（ConditionsStudio）]
の他のルールベースのポリシーに再利用することができます。
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基本のポリシー条件は、演算子（属性）、演算子（equal to、not equal to、greater thanなど）、お
よび値で構成されています。また、複数の属性、複雑な階層を含む演算子などのより複雑な条件

を作成することもできます。実行時に、Cisco ISEはポリシー条件を評価し、ポリシー評価が true
または false値のどちらを返すかに応じて、定義された結果を適用します。

条件を作成して一意の名前を割り当てた後、この条件を [条件スタジオライブラリ（Conditions
StudioLibrary）]から選択することで、さまざまなルールとポリシーにわたって複数回再利用する
ことができます。例を次に示します。

Network Conditions.MyNetworkCondition EQUALS true

ポリシーで使用されているか、または別の条件の一部である条件は [条件スタジオ（Conditions
Studio）]から削除できません。

各条件は、オブジェクトのリストを定義します。このリストはポリシー条件に含めることができ、

これにより、要求で示される定義と照合される定義セットになります。

演算子 EQUALS trueを使用して、ネットワーク条件が trueであるかどうか（要求に指定されてい
る値がネットワーク条件の 1つ以上のエントリと一致しているかどうか）を確認するか、または
EQUALS falseを使用して、ネットワーク条件が falseであるかどうか（ネットワーク条件のどのエ
ントリとも一致しないかどうか）を確認することができます。

Cisco ISEには、事前定義されたスマート条件も用意されています。この条件は、ポリシーで個別
に使用したり、独自のカスタマイズされた条件で構成要素として使用でき、必要に応じて更新お

よび変更できます。これらのスマート条件については、ポリシーおよび条件の事前定義済み設定

とデフォルト設定, （11ページ）で説明しています。

次の固有のネットワーク条件を作成してネットワークへのアクセスを制限することができます。

•エンドステーションネットワーク条件（Endstation Network Conditions）：接続が開始および
終了されるエンドステーションに基づきます。

Cisco ISEはリモートアドレスの [TO]フィールド（TACACS+要求または RADIUS要求であ
るかに基づいて取得）を評価し、これがエンドポイントの IPアドレス、MACアドレス、発
信側回線 ID（CLI）、または着信番号識別サービス（DNIS）のいずれであるかを確認しま
す。

RADIUS要求では、この IDは属性 31（Calling-Station-Id）で使用できます。

TACACS+要求では、リモートアドレスにスラッシュ（/）が含まれている場合、スラッシュ
より前の部分は [FROM]の値として見なされ、スラッシュより後の部分は [TO]値として見
なされます。たとえば、要求に CLI/DNISと指定されている場合、CLIは [FROM]の値と見
なされ、DNISは [TO]の値と見なされます。スラッシュが含まれていない場合は、リモート
アドレス全体が [FROM]の値として見なされます（IPアドレス、MACアドレス、CLIいず
れの場合でも）。

•デバイスネットワーク条件（Device Network Conditions）：要求を処理する AAAクライアン
トに基づきます。

ネットワークデバイスは、IPアドレス、ネットワークデバイスリポジトリで定義されてい
るデバイス名、またはネットワークデバイスグループによって識別されます。

RADIUS要求では、属性 4（NAS-IP-Address）が指定されている場合、Cisco ISEはこの属性
から IPアドレスを取得します。属性 32（NAS-Identifier）が存在する場合、Cisco ISEは属性
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32から IPアドレスを取得します。これらの属性が存在しない場合は、受信したパケットか
ら IPアドレスを取得します。

デバイスディクショナリ（NDGディクショナリ）にはネットワークデバイスグループ属性
（Location、DeviceType、またはNDGを表すその他の動的に作成された属性など）が含まれ
ています。これらの属性には、現在のデバイスに関連するグループが含まれています。

• [デバイスポートネットワーク条件（Device Port Network Conditions）]：デバイスの IPアド
レス、名前、NDG、およびポート（エンドポイントが接続しているデバイスの物理ポート）
に基づきます。

RADIUS要求では、属性 5（NAS-Port）が要求内に存在する場合、Cisco ISEはこの属性から
値を取得します。属性 87（NAS-Port-Id）が要求内に存在する場合、Cisco ISEは属性 87から
要求を取得します。

TACACS+要求では、Cisco ISEはその IDを（すべてのフェーズの）開始要求のポートフィー
ルドから取得します。

これらの固有条件の詳細については、特別なネットワークアクセス条件, （59ページ）を参照
してください。

属性とディクショナリ：条件を構成するためのツール

属性は、異なるシステムディクショナリに格納されます。属性を使用して、条件を構成します。

属性は、複数の条件で再利用できます。

ポリシー条件を作成するときに、有効な属性を再利用するには、サポートされている属性を含む

ディクショナリから選択します。たとえば、Cisco ISEは、AuthenticationIdentityStoreという属性を
提供しています。これは NetworkAccessディクショナリにあります。この属性は、ユーザの認証
中にアクセスされた最後の IDソースを識別します。

•認証中に単一の IDソースが使用されると、この属性には認証が成功した IDストアの名前が
含まれます。

•認証中に IDソース順序を使用する場合、この属性にはアクセスされた最後の IDソースの名
前が含まれます。

AuthenticationStatus属性を AuthenticationIdentityStore属性と組み合わせて使用し、ユーザが正常に
認証された IDソースを識別する条件を定義できます。たとえば、許可ポリシーでLDAPディレク
トリ（LDAP13）を使用してユーザが認証された条件をチェックするために、次の再利用可能な条
件を定義できます。

If NetworkAccess.AuthenticationStatus EQUALS AuthenticationPassed AND
NetworkAccess.AuthenticationIdentityStore EQUALS LDAP13

AuthenticationIdentityStoreは、条件にデータを入力できるテキストフィールドを表します。こ
のフィールドには、名前を必ず正しく入力またはコピーします。IDソースの名前が変更され
た場合は、IDソースの変更と一致するように、この条件を変更する必要があります。

（注）
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以前認証されたエンドポイント IDグループに基づく条件を定義するために、Cisco ISEでは、エ
ンドポイント IDグループ 802.1X認証ステータスの間に定義された許可をサポートしています。
Cisco ISEでは、802.1X認証を実行するとき、RADIUS要求の「Calling-Station-ID」フィールドか
らMACアドレスを抽出し、この値を使用して、デバイスのエンドポイント IDグループ
（endpointIDgroup属性として定義）のセッションキャッシュを検索して読み込みます。

このプロセスによって、許可ポリシー条件の作成に endpointIDgroup属性を使用できるようにな
り、ユーザ情報に加えてこの属性を使用して、エンドポイント IDグループ情報に基づく許可ポリ
シーを定義できます。

エンドポイント IDグループの条件は、[許可ポリシー設定（authorization policy configuration）]ペー
ジの [IDグループ（ID Groups）]カラムで定義できます。ユーザ関連情報に基づく条件は、許可
ポリシーの [その他の条件（Other Conditions）]のセクションで定義する必要があります。ユーザ
情報が内部ユーザ属性に基づいている場合は、内部ユーザディクショナリの IDグループ属性を
使用します。たとえば、「User Identity Group:Employee:US」のような値を使用して、IDグループ
に完全な値のパスを入力できます。

ネットワークアクセスポリシーでサポートされるディクショナリ

Cisco ISEは、認証ポリシーと許可ポリシーの条件とルールを構築する際に必要なさまざまな属性
を含む次のシステム格納ディクショナリをサポートしています。

•システム定義されたディクショナリ

◦ CERTIFICATE

◦ DEVICE

◦ RADIUS

• RADIUSベンダーディクショナリ

◦ Airespace

◦ Cisco

◦ Cisco-BBSM

◦ Cisco-VPN3000

◦ Microsoft

◦ Network Access

許可ポリシータイプの場合、条件で設定された検証は、戻される許可プロファイルに従う必要が

あります。

確認には、通常、ライブラリに追加して他のポリシーで再利用できるユーザ定義名を含む 1つ以
上の条件が含まれます。

以下の項では、条件の設定に使用できるサポートされている属性とディクショナリについて説明

します。
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ディクショナリによってサポートされる属性

表に、ディクショナリでサポートされる固定属性を示します。これらの属性をポリシー条件内で

使用できます。作成する条件のタイプによっては、使用できない属性もあります。

たとえば、認証ポリシー内でアクセスサービスを選択する条件を作成する場合、使用できるネッ

トワークアクセス属性は、Device IP Address、ISE Host Name、Network Device Name、Protocol、お
よび Use Caseのみです。

次の表に示す属性をポリシー条件に使用できます。

ID ルール許可されるプロトコル

のルールおよびプロキ

シ

属性（Attributes）ディクショナリ

ありありDevice Type（定義済みのネットワークデバ
イスグループ）

Device

DeviceLocation（定義済みのネットワークデ
バイスグループ）

Other Custom Network Device Group

ソフトウェアバージョン（SoftwareVersion）

モデル名（Model Name）

ありありすべての属性RADIUS
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ID ルール許可されるプロトコル

のルールおよびプロキ

シ

属性（Attributes）ディクショナリ

ありありISE Host NameNetwork Access

ありなしAuthenticationMethod

なしなしAuthenticationStatus

なしなしCTSDeviceID

ありありDevice IP Address（デバイス IPアドレス）

ありなしEapAuthentication（マシンのユーザの認証時
に使用される EAP方式）

ありなしEapTunnel（トンネルの確立に使用されるEAP
方式）

ありありプロトコル

ありありUseCase

ありなしUserName

なしなしWasMachineAuthenticated
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ID ルール許可されるプロトコル

のルールおよびプロキ

シ

属性（Attributes）ディクショナリ

ありなしCommon Name証明書

国（Country）

E-mail

LocationSubject

Organization

Organization Unit

シリアル番号（Serial Number）

State or Province

Subject

Subject Alternative Name

Subject Alternative Name - DNS

Subject Alternative Name - E-mail

Subject Alternative Name - Other Name

Subject Serial Number

発行元（Issuer）

Issuer - Common Name

Issuer - Organization

Issuer - Organization Unit

Issuer - Location

Issuer - Country

Issuer - Email

Issuer - Serial Number

Issuer - State or Province
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ID ルール許可されるプロトコル

のルールおよびプロキ

シ

属性（Attributes）ディクショナリ

Issuer - Street Address

Issuer - Domain Component

Issuer - User ID

[条件スタジオ（Conditions Studio）] の操作
[条件スタジオ（Conditions Studio）]は、条件の作成、管理、および再利用に使用します。条件に
は複数のルールを含めることができ、1つのみのレベルまたは複数の階層レベルを含む任意の複
雑度で構築できます。[条件スタジオ（Conditions Studio）]を使用して新しい条件を作成する場合
は、[ライブラリ（Library）]にすでに保存している条件ブロックを使用することができ、それら
の保存された条件ブロックを更新および変更することもできます。後で条件を作成および管理す

る際に、クイックカテゴリフィルタなどを使用して、必要なブロックと属性を簡単に見つけるこ

とができます。

ネットワークアクセスポリシーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークア
クセス（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリ
シーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デ
バイス管理ポリシーセット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

いずれかのポリシーセットの特定のルールにすでに適用されている条件を編集または変更するに

は、[条件（Conditions）]列のセルにカーソルを合わせ をクリックするか、または新しい条件

を作成するには [ポリシーセット（Policy Set）]テーブルの [条件（Conditions）]列のプラス記号

をクリックします。その条件は、すぐに同じポリシーセットに適用することができます。ま

たは、後で使用するために [ライブラリ（Library）]に保存することもできます。
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次の図に、[条件スタジオ（Conditions Studio）]の主な要素を示します。

図 3：[条件スタジオ（Conditions Studio）]

[条件スタジオ（Conditions Studio）]は、[ライブラリ（Library）]と [エディタ（Editor）]の 2つ
の主要部分に分かれています。[ライブラリ（Library）]には再使用のために条件ブロックが保存
され、[エディタ（Editor）]では保存されたブロックを編集したり新しいブロックを作成できま
す。

次の表では、[条件スタジオ（Conditions Studio）]のさまざまな部分について説明します。
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使用上のガイドラインフィール

ド

再利用のために ISEデータベースで作成され保存されたすべて
の条件ブロックのリストを表示します。これらの条件ブロック

を現在編集している条件の一部として使用するには、それらを

[ライブラリ（Library）]から [エディタ（Editor）]の関連レベ
ルにドラッグアンドドロップし、必要に応じて演算子を更新

します。

条件は複数のカテゴリに関連付けることができるため、[ライブ
ラリ（Library）]に保存されている条件はすべて [ライブラリ

（Library）]アイコン で表されます。

また、[ライブラリ（Library）]の各条件の横には、iアイコン
があります。このアイコンの上にカーソルを置くと、条件の完

全な説明や、関連付けられているカテゴリが表示され、また、

ライブラリから条件を完全に削除できます。ポリシーで使用さ

れている条件は削除できません。

ライブラリ条件のいずれかを [エディタ（Editor）]にドラッグ
アンドドロップして、現在編集されているポリシーに単独で使

用するか、または現在のポリシーで使用されるさらに複雑な条

件の構成要素として使用するか、あるいは [ライブラリ
（Library）]に新しい条件として保存します。[エディタ
（Editor）]に条件をドラッグアンドドロップしてその条件を
変更し、[ライブラリ（Library）]に同じ名前または新しい名前
で保存することもできます。

インストール時には事前定義された条件もあります。これらの

条件は、変更および削除することもできます。

ライブラ

リ

（Library）

1

名前で条件を検索したり、カテゴリ別にフィルタリングしたり

できます。同様に、[エディタ（Editor）]の [クリックして属性
を追加する（Click to add an attribute）]フィールドから属性を検
索およびフィルタリングすることもできます。ツールバー上の

アイコンは、件名や住所などの異なる属性カテゴリを表しま

す。アイコンをクリックすると、特定のカテゴリに関連する属

性が表示されます。カテゴリツールバーの強調表示されたアイ

コンをクリックすると、そのカテゴリが選択解除され、フィル

タが削除されます。

検索およ

びフィル

タ

（Search
and filter）

2

[ライブラリ（Library）]内のすべての条件の完全なリスト、ま
たは検索またはフィルタの結果に基づく[ライブラリ（Library）]
内の条件のリスト。

条件リス

ト

（Conditions
List）

3
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使用上のガイドラインフィール

ド

すぐに使用する新しい条件を作成するだけでなく、今後使用す

るためにシステムライブラリに条件を保存したり、既存の条件

を編集して、即座に使用したり今後使用するためにその変更を

[ライブラリ（Library）]に保存します。

新しい条件を作成するために [条件スタジオ（ConditionsStudio）]
を開くと（ポリシーセットテーブルのいずれかのプラス記号

をクリック）、最初のルールを追加できる空白の行が 1つだけ
表示されます。

[エディタ（Editor）]が空のフィールドとともに表示される場
合は、演算子アイコンは表示されません。

エディタ

（Editor）
4

[エディタ（Editor）]は、さまざまな仮想列と行に分かれてい
ます。

列は異なる階層レベルを表し、各列は階層内の位置に基づいて

インデントされます。行は個々のルールを表します。レベルご

とに 1つまたは複数のルールを作成し、複数のレベルを含める
ことができます。

上記のイメージの例は、構築または編集中の条件を示してお

り、ルールの階層を含んでいます。図の第 1レベルと第 2レベ
ルの両方に番号 5が付けられています。上位親レベルのルール
は、演算子 ORを使用します。

演算子を選択して階層レベルを作成した後で演算子を変更する

には、この列に表示されているドロップダウンリストから該当

するオプションを選択するだけです。

演算子のドロップダウンリストに加えて、各ルールにはこの列

に関連するアイコンがあり、そのルールが属するカテゴリが示

されています。アイコンの上にカーソルを置くと、ツールチッ

プにカテゴリの名前が示されます。

ライブラリに保存されると、すべての条件ブロックに [ライブ
ラリ（Library）]アイコンが割り当てられ、[エディタ（Editor）]
に表示されたカテゴリアイコンが置き換えられます。

最後に、関連するすべての一致項目を除外するルールが設定さ

れている場合、Is-Notインジケータもこの列に表示されます。
たとえば、Londonという値を持つロケーション属性が Is-Not
に設定されている場合、ロンドンからのすべてのデバイスはア

クセスが拒否されます。

5
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使用上のガイドラインフィール

ド

この領域には、階層レベルで作業するときに使用できるオプ

ションと、条件内の複数のルールが表示されます。

任意の列または行にカーソルを置くと、関連するアクションが

表示されます。アクションを選択すると、そのアクションがそ

のセクションとすべての子セクションに適用されます。たとえ

ば、階層Aの 5つのレベルで、第 3レベルの任意のルールから
ANDを選択すると、元のルールの下に新しい階層 Bが作成さ
れ、元のルールが階層Bの親ルールになるように階層Aに埋め
込まれます。

新しい条件を最初から作成するために [条件スタジオ（Condition
Studio）]を最初に開くと、[エディタ（Editor）]領域には、設
定可能な単一ルールの 1行のみと、関連する演算子を選択する
オプション、または関連条件を [ライブラリ（Library）]からド
ラッグアンドドロップするオプションが含まれています。

ANDおよびOR演算子オプションを使用して、条件にレベルを
追加できます。オプションをクリックしたときと同じレベルで

新しいルールを作成するには、[新規（New）]を選択します。
[新規（New）]オプションは、階層の最上位レベルに少なくと
も 1つのルールを設定した場合にのみ表示されます。

6

ポリシー条件の設定、編集および管理

[条件スタジオ（Conditions Studio）]は、条件の作成、管理、および再利用に使用します。条件に
は複数のルールを含めることができ、1つのみのレベルまたは複数の階層レベルを含む任意の複
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雑度で構築できます。次の図のように、[条件スタジオ（ConditionsStudio）]の [エディタ（Editor）]
側から条件階層を管理します。

図 4：[エディタ（Editor）]：条件階層

新しい条件を作成する場合は、[ライブラリ（Library）]にすでに保存している条件ブロックを使
用することができ、それらの保存された条件ブロックを更新および変更することもできます。条

件を作成および管理する際に、クイックカテゴリフィルタなどを使用して、必要なブロックと属

性を簡単に見つけることができます。

条件ルールを作成および管理する場合は、属性、演算子、および値を使用します。

Cisco ISEには、最も一般的な使用例の一部に関する事前定義された条件ブロックも含まれていま
す。これらの事前定義された条件を要件に合わせて編集できます。設定済みブロックを含む、再

使用のために保存された条件は、このタスクで説明するように、[条件スタジオ（ConditionsStudio）]
の [ライブラリ（Library）]に保存されます。
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次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシーセット（Policy Sets）]領域にアクセスします。[ポリシー（Policy）] > [ポリシーセット（Policy
Sets）]を選択します。

ステップ 2 [条件スタジオ（ConditionsStudio）]にアクセスして新しい条件を作成したり、既存の条件ブロックを編集
して、特定のポリシーセット（および関連するポリシーとルール）のために設定したルールの一部として

それらの条件を使用したり、今後使用するために [ライブラリ（Library）]に保存します。
a) ポリシーセット全体（認証ポリシールールに照合する前にチェックされる条件）に関連する条件を作
成するには、メインの [ポリシーセット（Policy Set）]ページで [ポリシーセット（Policy Set）]テー

ブルの [条件（Conditions）]列から をクリックします。

b) または、認証および許可のすべてのルールを含む [設定（Set）]ビューを表示するには、特定のポリ

シーセットの行から をクリックします。[設定（Set）]ビューから、ルールの表のいずれかの [条件

（Conditions）]列のセルにカーソルを合わせ、 をクリックして [条件スタジオ（ConditionsStudio）]
を開きます。

c)
すでにポリシーセットに適用されている条件を編集する場合は、 をクリックして [条件スタジオ
（Conditions Studio）]にアクセスします。

[条件スタジオ（ConditionsStudio）]が開きます。新しい条件を作成するために開いた場合は、次の画像の
ように表示されます。フィールドの説明と、ポリシーセットに既に適用されている条件を編集するために
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開いた場合の [条件スタジオ（ConditionsStudio）]の例を参照するには、[条件スタジオ（ConditionsStudio）]
の操作, （48ページ）を参照してください。

図 5：[条件スタジオ（Conditions Studio）]：新しい条件の作成

ステップ 3 [ライブラリ（Library）]からの既存の条件ブロックを、作成または編集している条件のルールとして使用
します。

a) [ライブラリ（Library）]のカテゴリツールバーから関連するカテゴリを選択してフィルタリングする
と、選択したカテゴリの属性を含むすべてのブロックが表示されます。複数のルールを含むが、それ

らのルールの少なくとも 1つに対して選択したカテゴリの属性を使用している条件ブロックも表示さ
れます。追加のフィルタが追加されている場合、表示される結果には、特定のフィルタからの条件ブ

ロックのみが含まれ、含まれている他のフィルタも照合されます。たとえば、ツールバーから [ポート
（Ports）]カテゴリを選択し、[名前で検索（Search by Name）]フィールドにフリーテキストとして
「auth」と入力すると、名前に「auth」が含まれているポートに関連するすべてのブロックが表示され
ます。カテゴリツールバーの強調表示されたアイコンを再度クリックすると選択解除され、そのフィ

ルタが削除されます。

b) フリーテキストで条件ブロックを検索するには、検索しているブロックの名前に表示される [名前で検
索（Search by Name）]フリーテキストフィールドに、任意の用語または用語の一部を入力します。入
力すると、システムは関連のリアルタイムの結果を動的に検索します。カテゴリが選択されていない

場合（いずれのアイコンも強調表示されていない場合）、結果にはすべてのカテゴリの条件ブロック

が含まれます。カテゴリアイコンがすでに選択されている場合（表示されているリストがすでにフィ
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ルタされている場合）、表示される結果には、特定のテキストを使用する特定のカテゴリのブロック

のみが含まれます。

c) 条件ブロックを見つけたら、それを [エディタ（Editor）]にドラッグし、作成しているブロックの正し
いレベルにドロップします。間違った場所にドロップした場合は、正しく配置されるまで [エディタ
（Editor）]内から再度ドラッグアンドドロップできます。

d) 作業中の条件に関連する変更を加えるには、[エディタ（Editor）]からブロックにカーソルを合わせ、
[編集（Edit）]をクリックしてルールを変更し、[ライブラリ（Library）]のルールをその変更で上書き
したり、ルールを新しいブロックとして [ライブラリ（Library）]に保存します。
[エディタ（Editor）]にドロップされたときに読み込み専用であったブロックを編集できるようになり
ました。そのブロックには、[エディタ（Editor）]内の他のすべてのカスタマイズされたルールと同じ
フィールド、構造、リスト、アクションがあります。このルールの編集の詳細については、次の手順

に進みます。

ステップ 4 同じレベルでルールを追加するには、現在のレベルに演算子を追加します。[AND]、[OR]、または ['Is not'
に設定（Set to 'Is not'）]を選択します。['Is not'に設定（Set to 'Is not'）]は、個々のルールにも適用できま
す。

ステップ 5 属性ディクショナリを使用してルールを作成および編集するには、[クリックして属性を追加する（Click
to add an attribute）]フィールドをクリックします。次の画像のように、属性セレクタが開きます。
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属性セレクタの要素を次の表で説明します。

使用上のガイドラインフィールド

異なる属性カテゴリごとに固有のアイコンが含まれています。カテ

ゴリ別に表示をフィルタ処理するには任意の属性カテゴリアイコン

を選択します。

強調表示されたアイコンをクリックすると選択解除され、フィルタ

が削除されます。

[属性カテ
ゴリ

（Attribute
Category）]
ツールバー

1

属性が格納されているディクショナリの名前を示します。ベンダー

ディクショナリ別に属性をフィルタリングするには、ドロップダウ

ンから特定のディクショナリを選択します。

ディクショ

ナリ

2

属性の名前を示します。属性をフィルタリングするには、使用可能

なフィールドに属性名のフリーテキストを入力します。入力すると、

システムは関連のリアルタイムの結果を動的に検索します。

属性

（Attribute）
3

一意の属性 ID番号を示します。属性をフィルタリングするには、使
用可能なフィールドに ID番号を入力します。入力すると、システム
は関連のリアルタイムの結果を動的に検索します。

ID4

属性に関する詳細を表示するには、関連する属性の行にある情報ア

イコンの上にカーソルを置きます。

情報

（Info）
5

a) 属性セレクタ検索で、必要な属性をフィルタリングして検索します。属性セレクタの任意の部分でフ
リーテキストをフィルタリングまたは入力すると、他のフィルタがアクティブ化されていない場合、

結果には選択されたフィルタのみに関連するすべての属性が含まれます。複数のフィルタを使用する

と、表示される検索結果はすべてのフィルタに一致します。たとえば、ツールバーの [ポート（Port）]
アイコンをクリックし、[属性（Attribute）]列に「auth」と入力すると、名前に「auth」が含まれる [ポー
ト（Ports）]カテゴリの属性のみが表示されます。カテゴリを選択すると、ツールバーのアイコンが青
色で強調表示され、フィルタリングされたリストが表示されます。カテゴリツールバーの強調表示さ

れたアイコンを再度クリックすると選択解除され、そのフィルタが削除されます。

b) 関連する属性をルールに追加するには、その属性を選択します。
属性セレクタが閉じ、選択した属性が [クリックして属性を追加する（Click to add an attribute）]フィー
ルドに追加されます。

c) [等しい（Equals）]ドロップダウンリストから、関連する演算子を選択します。
選択するすべての属性に「Equals」、「NotEquals」、「Matches」、「StartsWith」、「Not StartsWith」
の演算子オプションが含まれているわけではありません。

「Matches」演算子は、ワイルドカードなしの正規表現（REGEX）をサポートし、使用します。

単純比較の場合は、「equals」演算子を使用する必要があります。「Contains」演算子は、複数値属性
に使用できます。正規表現の比較には、「Matches」演算子を使用する必要があります。「Matches」演
算子を使用すると、正規表現は静的値と動的値の両方について解釈されます。

Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 管理者ガイド
57

ポリシーの設定および管理

ポリシー条件の設定、編集および管理



d) [属性値（Attribute value）]フィールドから、次のいずれかを実行します。

•フィールドにフリーテキスト値を入力します。

•リストから動的にロードする値を選択します（関連する場合は、前の手順で選択した属性によっ
て異なります）。

•条件ルールの値として別の属性を使用します。フィールドの横にあるテーブルアイコンを選択し
て、属性セレクタを開き、関連する属性を検索、フィルタリング、および選択します。属性セレ

クタが閉じ、選択した属性が [属性値（Attribute value）]フィールドに追加されます。

ステップ 6 条件ブロックとして [ライブラリ（Library）]にルールを保存します。
a) [ライブラリ（Library）]にブロックとして保存するルールまたはルールの階層の上にマウスカーソル
を置きます。[重複（Duplicate）]ボタンと [保存（Save）]ボタンは、単一の条件ブロックとして保存
できるルールまたはルールのグループに対して表示されます。ルールのグループをブロックとして保

存する場合は、階層全体のブロックされた領域内の階層全体の下部からアクションボタンを選択しま

す。

b) [保存（Save）]をクリックします。[保存（Save）]条件画面が表示されます。
c) 次のどちらかを選択します。

• [既存のライブラリ条件に保存（Save to ExistingLibraryCondition）]：[ライブラリ（Library）]内の
既存の条件ブロックを作成した新しいルールで上書きし、[リストから選択（Select from list）]ド
ロップダウンリストから上書きする条件ブロックを選択するには、このオプションを選択します。

• [新しいライブラリ条件として保存（Save as a newLibraryCondition）]：[条件名（ConditionName）]
フィールドにブロックの一意の名前を入力します。

d) 必要に応じて、[説明（Description）]フィールドに説明を入力します。この説明は、[ライブラリ
（Library）]内の任意の条件ブロックの情報アイコン上にマウスを置いた場合に表示され、さまざまな
条件ブロックとその用途をすばやく識別できます。

e) [保存（Save）]をクリックして、条件ブロックを [ライブラリ（Library）]に保存します。

ステップ 7 新しい子レベルに新しいルールを作成するには、[AND]または [OR]をクリックして、既存の親階層と作
成している子階層の間に正しい演算子を適用します。選択した演算子を使用して、演算子を選択したルー

ルまたは階層の子として、エディタ階層に新しいセクションが追加されます。

ステップ 8 現在の既存のレベルで新しいルールを作成するには、該当するレベルから [新規（New）]をクリックしま
す。新しいルールの新しい空の行が、開始したレベルと同じレベルで表示されます。

ステップ 9 [X]をクリックして、[エディタ（Editor）]とそのすべての子から条件を削除します。
ステップ 10 [重複（Duplicate）]をクリックすると、階層内の特定の条件が自動的にコピーアンドペーストされ、同じ

レベルで追加の同一の子が作成されます。[重複（Duplicate）]ボタンをクリックしたレベルに応じて、子
の有無にかかわらず個々のルールを複製できます。

ステップ 11 ページ下部の [使用（Use）]をクリックして、[エディタ（Editor）]で作成した条件を保存し、その条件を
ポリシーセットに実装します。
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特別なネットワークアクセス条件
この項では、ポリシーセットを作成するときに役立つ固有条件について説明します。これらの条

件は、[条件スタジオ（Conditions Studio）]から作成することはできず、独自のプロセスがありま
す。

デバイスネットワーク条件の設定

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [デバイスネットワーク条件（Device Network Conditions）]の順に選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。

ステップ 4 次の詳細を入力します。

• IPアドレス：IPアドレスまたはサブネットの一覧を、1行に1つ追加できます。IPアドレス/サブネッ
トは IPv4または Ipv6形式で指定できます。

•デバイス名（DeviceName）：デバイス名の一覧を、1行に1つ追加することができます。ネットワー
クデバイスオブジェクトで設定されているものと同じデバイス名を入力する必要があります。

• [デバイスグループ（Device Groups）]：ルート NDG、カンマ、（ルート NDG配下の）NDGの順で
タプル一覧を追加できます。タプルは、1行に 1つにする必要があります。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

デバイスポートネットワーク条件の設定

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [デバイスポートネットワーク条件（Device Port Network Conditions）]の順に選
択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。

ステップ 4 次の詳細を入力します。

• IPアドレス（IPAddresses）：次の順序で詳細を入力します。IPアドレスまたはサブネット、カンマ、
（デバイスによって使用される）ポート。タプルは、1行に 1つにする必要があります。
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•デバイス（Devices）：次の順序で詳細を入力します。デバイス名、カンマ、ポート。タプルは、1行
に 1つにする必要があります。ネットワークデバイスオブジェクトで設定されているものと同じデ
バイス名を入力する必要があります。

•デバイスグループ（Device Groups）：次の順序で詳細を入力します。ルートNDG、カンマ、（ルー
ト下の）NDG、ポート。タプルは、1行に 1つにする必要があります。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

エンドステーションネットワーク条件の設定

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [ネットワーク条件
（Network Conditions）] > [エンドステーションネットワーク条件（Endstation Network Conditions）]の順
に選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 ネットワーク条件の名前と説明を入力します。

ステップ 4 次の詳細を入力します。

• IPアドレス：IPアドレスまたはサブネットの一覧を、1行に1つ追加できます。IPアドレス/サブネッ
トは IPv4または Ipv6形式で指定できます。

• MACアドレス：カンマ区切りのエンドステーションMACアドレスと宛先MACアドレスの一覧を入
力できます。各MACアドレスには 12桁の 16進数を含め、次の形式のいずれかで指定してくださ
い。nn:nn:nn:nn:nn:nn、nn-nn-nn-nn-nn-nn、nnnn.nnnn.nnnn、nnnnnnnnnnnn。

エンドステーションMACまたは宛先MACが必要でない場合は、代わりにトークン「-ANY-」を使
用します。

• CLI/DNIS：カンマ区切りの発信者 ID（CLI）および受信者 ID（DNIS）の一覧を追加できます。発信
者 ID（CLI）または受信者 ID（DNIS）が必要でない場合は、代わりにトークン「-ANY-」を使用し
ます。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

時刻と日付の条件の作成

[ポリシー要素条件（Policy Elements Conditions）]ページを使用して、時刻と日付のポリシー要素
条件を表示、作成、変更、削除、複製、および検索します。ポリシー要素は、設定した特定の時

刻と日付の属性設定に基づく条件を定義する共有オブジェクトです。
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時刻と日付の条件を使用すると、Cisco ISEシステムリソースにアクセスする権限を、作成した属
性設定で指定された特定の時刻と日付に設定または制限できます。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはポリシー管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [条件（Conditions）] > [共通（Common）] > [時
刻と日付（Time and Date）] > [追加（Add）]を選択します。

ステップ 2 フィールドに適切な値を入力します。

• [標準設定（Standard Settings）]領域で、アクセスを提供する日時を指定します。

• [例外（Exceptions）]領域で、アクセスを制限する日時の範囲を指定します。

ステップ 3 [送信（Submit）]をクリックします。

許可ポリシーでの IPv6 属性の使用
Cisco ISEでは、エンドポイントからの IPv6トラフィックを検出、管理、保護できます。

IPv6対応エンドポイントが Cisco ISEネットワークに接続すると、IPv6ネットワーク経由でネッ
トワークアクセスデバイス（NAD）と通信します。NADは、アカウンティングおよびプロファ
イリングの情報をエンドポイント（IPv6値を含む）から Cisco ISEに IPv4ネットワークを介して
伝達します。IPv6属性を使用して、IPv6対応エンドポイントからのそのような要求を処理し、エ
ンドポイントが準拠していることを保証するための、許可プロファイルおよびポリシーを Cisco
ISEで設定できます。

ワイルドカード文字は、IPv6プレフィックスと IPv6インターフェイスの値でサポートされていま
す。たとえば、2001:db8:1234::/48です。

サポートされている IPv6アドレス形式は次のとおりです。

•完全表記：コロンで区切られた 4つの 16進数桁の 8つのグループ。たとえば、
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334です。

•短縮表記：1つのグループ内にある先行ゼロは除きます。ゼロのグループを 2つの連続する
コロンに置き換えます。たとえば、2001:db8:85a3::8a2e:370:7334です。

•ドット区切りの 4つの表記（IPv4対応付けおよび IPv4互換性 IPv6アドレス）：たとえ
ば、::ffff:192.0.2.128です。

サポートされている IPv6属性は次のとおりです。

• NAS-IPv6-Address

• Framed-Interface-Id
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• Framed-IPv6-Prefix

• Login-IPv6-Host

• Framed-IPv6-Route

• Framed-IPv6-Pool

• Delegated-IPv6-Prefix

• Framed-IPv6-Address

• DNS-Server-IPv6-Address

• Route-IPv6-Information

• Delegated-IPv6-Prefix-Pool

• Stateful-IPv6-Address-Pool

サポートされるシスコの属性と値のペアおよび対応する IETF属性を次の表に示します。

IETF 属性シスコの属性と値のペア

Framed-ipv6-Addressipv6:addrv6=<ipv6 address>

Stateful-IPv6-Address-Poolipv6:stateful-ipv6-address-pool=<name>

Delegated-IPv6-Prefix-Poolipv6:delegated-ipv6-pool=<name>

DNS-Server-IPv6-Addressipv6:ipv6-dns-servers-addr=<ipv6 address>

[RADIUSライブログ（RADIUS Live Logs）]ページ、RADIUS認証レポート、RADIUSアカウン
ティングレポート、現在アクティブなセッションレポート、RADIUSエラーレポート、設定が
誤っている NASレポート、EPS監査レポート、および設定が誤っているサプリカントレポート
は、IPv6アドレスをサポートしています。[RADIUSライブログ（RADIUS Live Logs）]ページ、
またはこれらのレポートのいずれかから、これらのセッションの詳細を表示できます。IPv4、
IPv6、またはMACアドレスに基づいてレコードをフィルタリングできます。

IPv6対応の DHCPv6ネットワークに Androidデバイスを接続すると、そのデバイスは DHCP
サーバからリンクローカルの IPv6アドレスのみを受信します。したがって [ライブログ（Live
Log）]と [エンドポイント（Endpoints）]ページ（[ワークセンター（Work Centers）] > [ネッ
トワークアクセス（Network Access）] > [ID（Identities）] > [エンドポイント（Endpoints）]）
にはグローバル IPv6アドレスは表示されません。

（注）

次の手順は、許可ポリシーに IPv6属性を設定する方法を説明します。
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はじめる前に

展開内の NADが IPv6による AAAをサポートしていることを確認します。NADで IPv6の AAA
サポートをイネーブルにする方法については、『AAA Support for IPv6』を参照してください。

ステップ 1 ネットワークアクセスポリシーの場合は、[ワークセンター（Work Centers）] > [ネットワークアクセス
（Network Access）] > [ポリシーセット（Policy Sets）]を選択します。デバイス管理ポリシーの場合は、
[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [デバイス管理ポリシー
セット（Device Admin Policy Sets）]を選択します。

ステップ 2 許可ルールを作成します。許可ポリシーの設定, （39ページ）を参照してください。
ステップ 3 許可ルールを作成するときは、[条件スタジオ（Conditions Studio）]から条件を作成します。[条件スタジ

オ（Conditions Studio）]で、RADIUSディクショナリから、RADIUS IPv6属性、演算子、および値を選択
します。ポリシー条件の設定、編集および管理, （52ページ）を参照してください。

ステップ 4 [完了（Done）][保存（Save）]をクリックして、許可ルールをポリシーセットに保存します。

ポリシーセットプロトコルの設定
これらのプロトコルを使用してポリシーセットを作成、保存、実装する前に、Cisco ISEでグロー
バルプロトコル設定を定義する必要があります。[プロトコル設定（Protocol Settings）]ページを
使用して、ネットワーク内の他のデバイスと通信する Extensible Authentication Protocol-Flexible
Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）、Extensible Authentication Protocol-Transport Layer
Security（EAP-TLS）、および Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP）の各プロトコル
のグローバルオプションを定義できます。

サポートされているネットワークアクセスポリシーセットプロトコ

ル

ネットワークアクセスポリシーセットポリシーの定義時に選択可能なプロトコルを次に示しま

す。

•パスワード認証プロトコル（PAP）

• Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP）

• Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2（MS-CHAPv2）

• Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5（EAP-MD5）

• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（EAP-TLS）

• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）
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• Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security（EAP-TTLS;拡張認証プロ
トコル -トンネル方式トランスポート層セキュリティ）

• Protected Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security（PEAP-TLS）

プロトコルとして EAP-FAST を使用するためのガイドライン
EAP-FASTを認証プロトコルとして使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

• EAP-FAST受信クライアント証明書が認証されたプロビジョニングで有効な場合は、EAP-TLS
内部方式を有効にすることを強く推奨します。認証されたプロビジョニングの EAP-FAST受
信クライアント証明書は別の認証方式ではなく、ユーザを認証するのと同じ証明書のクレデ

ンシャルのタイプを使用した略式のクライアント証明書認証ですが、内部方式を実行する必

要がありません。

• PACなしの完全なハンドシェイクおよび認定 PACプロビジョニングとの認証プロビジョニ
ング作業に対するクライアント証明書を受け入れます。PACなしのセッション再開、匿名
PACプロビジョニング、PACベース認証には動作しません。

• EAP属性は、認証の順序とは関係なく、IDごとにモニタリングツールの認証詳細に、まず
ユーザ順、次にマシン順に表示されます（したがって EAPチェーニングは 2回表示されま
す）。

• EAP-FAST認可 PACが使用される場合、ライブログに表示される EAP認証方式は完全認証
に使用される認証方式と同じ（PEAPでのように）であり、参照としてではありません。

• EAPチェーンモードでは、トンネル PACが期限切れになると、ISEがプロビジョニングに
フォールバックし、AC要求ユーザおよびマシン認可 PAC（マシン許可 PAC）はプロビジョ
ニングできません。後続の PACベースの認証通信でACが要求したときにプロビジョニング
されます。

• Cisco ISEがチェーンに、ACがシングルモードに設定されている場合は、ACは IdentityType
TLVで ISEに応答しますただし、2番目の ID認証は失敗します。この通信から、クライア
ントのチェーニング実行は適切であるが、現在はシングルモードで構成されていることがわ

かります。

• Cisco ISEはADにのみチェーンしている EAP-FASTのマシンとユーザの両方の属性およびグ
ループをサポートします。LDAPおよび内部 DB ISEに対しては、最新の ID属性のみを使用
します。

   Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 管理者ガイド
64

ポリシーの設定および管理

プロトコルとして EAP-FAST を使用するためのガイドライン



EAP-FAST の設定

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] >
[EAP-FAST] > [EAP-FASTの設定（EAP-FAST Settings）]を選択します。

ステップ 2 EAP-FASTプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。
ステップ 3 以前に生成されたマスターキーおよび PACをすべて失効させるには、[失効（Revoke）]をクリックしま

す。

ステップ 4 EAP-FAST設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。

EAP-FAST の PAC の生成
Cisco ISEの [PACの生成（Generate PAC）]オプションを使用して、EAP-FASTプロトコルのトン
ネル PACまたはマシン PACを生成できます。

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。
ステップ 2 左側の [設定（Settings）]ナビゲーションペインの [プロトコル（Protocols）]をクリックします。
ステップ 3 [EAP-FAST] > [PACの生成（Generate PAC）]を選択します。
ステップ 4 EAP-FASTプロトコルのマシン PACを生成する場合に必要な詳細を入力します。
ステップ 5 [PACの生成（Generate PAC）]をクリックします。

認証プロトコルとしての EAP-TTLS の使用
EAP-TTLSは、EAP-TLSプロトコルの機能を拡張する 2フェーズプロトコルです。フェーズ 1で
は、セキュアなトンネルを構築し、フェーズ 2で使用するセッションキーを導出し、サーバとク
ライアント間で属性および内部方式データを安全にトンネリングします。フェーズ 2中では、ト
ンネリングされた属性を使用して、多数のさまざまなメカニズムを使用する追加認証を実行でき

ます。

Cisco Identity Services Engine リリース 2.3 管理者ガイド
65

ポリシーの設定および管理

EAP-FAST の設定



Cisco ISEは、次のようなさまざまな TTLSサプリカントから認証を処理できます。

• Windows上の AnyConnect Network Access Manager（NAM）

• Windows 8.1ネイティブサプリカント

•セキュアW2（MultiOSで JoinNowとも呼ばれます）

• MAC OS Xネイティブサプリカント

• IOSネイティブサプリカント

• Androidベースのネイティブサプリカント

• Linux WPAサプリカント

暗号化バインドが必要な場合は、内部方式として EAP-FASTを使用する必要があります。（注）

EAP-TLS の設定

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] >
[EAP-TTLS]を選択します。

ステップ 2 [EAP-TTLS設定（EAP-TTLS Settings）]ページに必要な詳細を入力します。
ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

EAP-TLS の設定

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [EAP-TLS]
を選択します。

ステップ 2 EAP-TLSプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。
ステップ 3 EAP-TLS設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。
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PEAP の設定

はじめる前に

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。
ステップ 2 左側の [設定（Settings）]ナビゲーションペインの [プロトコル（Protocols）]をクリックします。
ステップ 3 [PEAP]を選択します。
ステップ 4 PEAPプロトコルの定義に必要な詳細を入力します。
ステップ 5 PEAP設定を保存するには、[保存（Save）]をクリックします。

RADIUS の設定
認証に失敗、または認証成功のレポートの繰り返しの抑制に失敗したクライアントを検出するよ

うに RADIUS設定を設定することができます。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）]を選択します。
ステップ 2 [設定（Settings）]ナビゲーションペインで [プロトコル（Protocols）]をクリックします。
ステップ 3 [RADIUS]を選択します。
ステップ 4 RADIUS設定の定義に必要な詳細を入力します。
ステップ 5 [保存（Save）]をクリックして、設定を保存します。

セキュリティ設定の構成

セキュリティ設定を構成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定（Settings）] > [プロトコル（Protocols）] > [セキュ
リティ設定（Security Settings）]を選択します。

ステップ 2 [セキュリティ設定（Security Settings）]ページで、次のオプションを選択します。
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[TLS 1.0を許可（Allow TLS 1.0）]：次のワークフローについて、従来のピアとの通信に TLS 1.0を許
可します。

•

◦ Cisco ISEは、EAPサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

セキュリティを強化するために、サーバがTLSの上位バージョンを使用するようにネゴシ
エートすることをお勧めします。

（注）

• [TLS 1.1を許可（Allow TLS 1.1）]：次のワークフローについて、従来のピアとの通信に TLS 1.1を許
可します。

◦ Cisco ISEは、EAPサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

セキュリティを強化するために、サーバがTLSの上位バージョンを使用するようにネゴシ
エートすることをお勧めします。

（注）

• [SHA1暗号化を許可（Allow SHA1 Ciphers）]：次のワークフローについて、ピアとの通信に SHA-1
暗号化を許可します。

◦ Cisco ISEは、EAPサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

セキュリティを強化するために、SHA-256またはSHA-384暗号方式を使用することを推奨
します。

（注）

• [ECDHE-RSA暗号化を許可（Allow ECDHE-RSA Ciphers）]：次のワークフローについて、ピアとの
通信に ECDHE-RSA暗号化を許可します。
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◦ Cisco ISEは、EAPサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

• [3DES暗号化を許可（Allow 3DES ciphers）]：次のワークフローについて、ピアとの通信に 3DES暗
号化を許可します。

◦ Cisco ISEは、EAPサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSサーバとして設定されます

◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

• [検証なしで証明書を受け入れる（Accept Certificates without Validating Purpose）]：ISEが EAPまたは
RADIUS DTLSサーバとして機能する場合、キー使用拡張に ECDHE-ECDSA暗号化の keyAgreement
ビットまたは他の暗号化の keyEnciphermentビットが含まれているかどうかを確認することなく、ク
ライアント証明書が受け入れられます。このオプションは、デフォルトで有効です。

• [ISEの DSS暗号化をクライアントとして許可（Allow DSS ciphers for ISE as a client）]：次のワークフ
ローについて、Cisco ISEがクライアントとして機能する場合、サーバとの通信に DSS暗号化を許可
します。

◦
◦ Cisco ISEは、RADIUS DTLSクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

• [ISEの従来の安全でない TLS再ネゴシエーションをクライアントとして許可（Allow Legacy Unsafe
TLS Renegotiation for ISE as a Client）]：次のワークフローについて、安全な TLS再ネゴシエーション
をサポートしていない従来の TLSサーバとの通信を許可します。
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◦ Cisco ISEは、HTTPSまたはセキュア LDAPサーバから CRLをダウンロードします

◦ Cisco ISEは、セキュアな syslogクライアントとして設定されます

◦ Cisco ISEは、セキュアな LDAPクライアントとして設定されます

このオプションは、デフォルトで有効です。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

RADIUS プロキシサーバとして機能する CIsco ISE
Cisco ISEは、RADIUSサーバおよびRADIUSプロキシサーバとして機能できます。プロキシサー
バとして機能する場合、Cisco ISEはネットワークアクセスサーバ（NAS）から認証要求および
アカウンティング要求を受信し、これらの要求を外部RADIUSサーバに転送します。Cisco ISEは
要求の結果を受け取り、NASに返します。

Cisco ISEは、同時に複数の外部RADIUSサーバへのプロキシサーバとして動作できます。RADIUS
サーバ順序で設定した外部 RADIUSサーバを使用できます。次に説明する [外部 RADIUSサーバ
（External RADIUS Server）]ページには、Cisco ISEで定義した外部 RADIUSサーバがすべて表示
されます。フィルタオプションを使用して、名前または説明、またはその両方に基づいて特定の

RADIUSサーバを検索することができます。単純な認証ポリシーとルールベースの認証ポリシー
の両方で、RADIUSサーバ順序を使用して要求を RADIUSサーバにプロキシできます。

RADIUSサーバ順序は、RADIUS-Username属性からドメイン名を抜き取り（ストリッピング）、
RADIUS認証に使用します。このドメインストリッピングはEAP認証には使用できません。EAP
認証ではEAP-Identity属性が使用されます。RADIUSプロキシサーバはRADIUS-Username属性か
らユーザ名を取得し、RADIUSサーバ順序の設定時に指定した文字列からユーザ名を抜き取りま
す。EAP認証の場合は、RADIUSプロキシサーバはユーザ名をEAP-Identity属性から取得します。
RADIUSサーバ順序を使用する EAP認証は、EAP-Identity値とRADIUS-Username値が同一である
場合のみ成功します。

外部 RADIUS サーバの設定
Cisco ISEで外部 RADIUSサーバを設定して、要求を外部 RADIUSサーバに送信できるようにす
る必要があります。タイムアウト時間および接続試行回数を定義できます。

はじめる前に

•この項で作成した外部RADIUSサーバは、それだけでは使用できません。RADIUSサーバ順
序を作成して、この項で作成した RADIUSサーバを使用するように設定する必要がありま
す。これにより、RADIUSサーバ順序を認証ポリシーで使用できるようになります。
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•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [外部RADIUSサーバ（External
RADIUS Servers）]を選択します。
[RADIUSサーバ（RADIUS Servers）]ページが表示され、Cisco ISEで定義された外部 RADIUSサーバの
リストが示されます。

ステップ 2 外部 RADIUSサーバを追加するには、[追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、外部 RADIUSサーバの設定を保存します。

RADIUS サーバ順序の定義
Cisco ISEの RADIUSサーバ順序を使用すると、NADからの要求を外部 RADIUSサーバにプロキ
シできます。外部 RADIUSサーバは要求を処理して結果を Cisco ISEに返し、Cisco ISEはその応
答を NADに転送します。

[RADIUSサーバ順序（RADIUS Server Sequences）]ページに、Cisco ISEで定義したすべての
RADIUSサーバの順序が表示されます。このページを使用して、RADIUSサーバの作成、編集、
または複製が可能です。

はじめる前に

•この手順を開始する前に、プロキシサービスの基本を理解し、関連リンクの最初のエントリ
のタスクを正常に完了している必要があります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [RADIUSサーバ順序（RADIUS
Server Sequences）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、ポリシーに使用する RADIUSサーバ順序を保存します。

TACACS+ プロキシクライアントとして機能する CIsco ISE
Cisco ISEは、外部 TACACS+サーバへのプロキシクライアントとして機能できます。プロキシ
クライアントとして機能する場合、Cisco ISEはネットワークアクセスサーバ（NAS）から認証
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要求、許可要求およびアカウンティング要求を受信し、これらの要求を外部 TACACS+サーバに
転送します。Cisco ISEは要求の結果を受け取り、NASに返します。

[TACACS+外部サーバ（TACACS+ External Servers）]ページには、Cisco ISEで定義した外部
TACACS+サーバがすべて表示されます。フィルタオプションを使用して、名前または説明、ま
たはその両方に基づいて特定の TACACS+サーバを検索することができます。

Cisco ISEは、同時に複数の外部 TACACS+サーバへのプロキシクライアントとして動作できま
す。複数の外部サーバを設定するには、[TACACS+サーバの順序（TACACS+ server sequence）]
ページを使用できます。詳細については、「TACACS+サーバ順序の設定」ページを参照してく
ださい。

TACACS+ 外部サーバの設定
次の表では、[TACACS外部サーバ（TACACSExternal Servers）]ページのフィールドについて説明
します。ナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device
Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [TACACS外部サーバ（TACACS
External Servers）]ページです。

表 3：TACACS+ 外部サーバの設定

使用上のガイドラインフィールド

TACACS+外部サーバの名前を入力します。[名前（Name）]

TACACS+外部サーバ設定の説明を入力します。説明

リモート TACACS+外部サーバの IPアドレス（IPv4または IPv6アド
レス）を入力します。

ホスト名/アドレス（Host
IP）

リモートTACACS+外部サーバのポート番号を入力します。ポート番
号は 49です。

接続ポート（Connection
Port）

ISEが外部 TACACS+サーバからの応答を待機する秒数を入力しま
す。デフォルトは 5秒です。有効な値は 1～ 120です。

Timeout

TACACS+外部サーバとの接続を保護するのに使用するテキスト文字
列。正しく設定されていない場合、接続は TACACS+外部サーバに
よって拒否されます。

共有秘密鍵（Shared
Secret）
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使用上のガイドラインフィールド

TACACSプロトコルは、接続にセッションを関連付けるための 2つ
のモード、シングル接続と非シングル接続をサポートしています。シ

ングル接続モードは、クライアントが開始する可能性がある多数の

TACACS+セッションに対し、単一のTCP接続を再使用します。非シ
ングル接続では、クライアントが開始するすべての TACACS+セッ
ションに対し、新しい TCP接続が開かれます。TCP接続は、各セッ
ションの後に閉じられます。

トラフィックが多い環境では、[シングル接続を使用（Use Single
Connect）]チェックボックスをオンにし、トラフィックが少ない環境
ではオフにできます。

シングル接続を使用（Use
Single Connect）

外部 TACACS+ サーバの設定
Cisco ISEで外部 TACACSサーバを設定して、要求を外部 TACACSサーバに送信できるようにす
る必要があります。タイムアウト時間および接続試行回数を定義できます。

はじめる前に

•この項で作成した外部 TACACSサーバは、ポリシーに直接使用できません。TACACSサー
バ順序を作成して、この項で作成したTACACSサーバを使用するように設定する必要があり
ます。これにより、TACACSサーバ順序をポリシーセットで使用できるようになります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワークリソース
（Network Resources）] > [TACACS外部サーバ（TACACS External Servers）]の順に選択します。
[TACACS外部サーバ（TACACSExternal Servers）]ページが表示され、Cisco ISEで定義された外部TACACS
サーバのリストが示されます。

ステップ 2 外部 TACACSサーバを追加するには、[追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 必要に応じて値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、外部 TACACSサーバの設定を保存します。

TACACS+ サーバ順序の設定
次の表では、[TACACSサーバ順序（TACACS Server Sequence）]ページのフィールドについて説
明します。ナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device
Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [TACACSサーバ順序（TACACS
Server Sequence）]ページです。
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表 4：TACACS+ サーバ順序の設定

使用上のガイドラインフィールド

TACACSプロキシサーバ順序の名前を入力します。[名前（Name）]

TACACSプロキシサーバ順序の説明を入力します。説明

[使用可能（Available）]リストから必要な TACACSプロキシサーバ
を選択します。[使用可能（Available）]リストには、[TACACS外部
サービス（TACACS External Services）]ページで設定されている
TACACSプロキシサーバのリストが含まれています。

サーバリスト（Server
List）

ロギング制御を有効にするにはオンにします。

•ローカルアカウンティング：アカウンティングメッセージは、
デバイスからの要求を処理するサーバによってログに記録され

ます。

•リモートアカウンティング：アカウンティングメッセージは、
デバイスからの要求を処理するプロキシサーバによってログに

記録されます。

ロギング制御（Logging
Control）

ユーザ名のプレフィックス/サフィックスの除去

• [プレフィックスの除去（PrefixStrip）]：プレフィックスからユー
ザ名を取り除く場合にオンにします。たとえば、サブジェクト

名が acme\smith、区切り文字が \の場合、ユーザ名は smithにな
ります。デフォルトの区切り文字は \です。

• [サフィックスの除去（Suffix Strip）]：サフィックスからユーザ
名を取り除く場合にオンにします。たとえば、サブジェクト名

が smith@acme.com、区切り文字が@の場合、ユーザ名は smith
になります。デフォルトの区切り文字は@です。

ユーザ名の除去

（Username Stripping）

TACACS+ サーバ順序の定義
Cisco ISEの TACACS+サーバ順序を使用すると、NADからの要求を外部 TACACS+サーバにプ
ロキシできます。外部 TACACS+サーバは要求を処理して結果を Cisco ISEに返し、Cisco ISEは
その応答をNADに転送します。[TACACS+サーバ順序（TACACS+ServerSequences）]ページに、
Cisco ISEで定義したすべての TACACS+サーバの順序が表示されます。このページを使用して、
TACACS+サーバ順序の作成、編集、または複製が可能です。
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はじめる前に

•プロキシサービス、Cisco ISE管理者グループ、アクセスレベル、権限、および制限の基本
を理解している必要があります。

•次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

• TACACS+サーバ順序で使用する外部 TACACS+サーバがすでに定義されていることを確認
します。

ステップ 1 [ワークセンター（Work Centers）] > [デバイス管理（Device Administration）] > [ネットワークリソース
（Network Resources）] > [TACACS外部サーバ順序（TACACS External Server Sequence）]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 必要な値を入力します。

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックして、ポリシーに使用する TACACS+サーバ順序を保存します。

ネットワークアクセスサービス

ネットワークアクセスサービスには、要求に対する認証ポリシー条件が含まれています。たとえ

ば有線 802.1Xや有線MABなど、さまざまな用途向けに個別のネットワークアクセスサービス
を作成することができます。ネットワークアクセスサービスを作成するには、許可されているプ

ロトコルまたはサーバ順序を設定します。その後、ネットワークアクセスポリシーのネットワー

クアクセスサービスが [ポリシーセット（Policy Sets）]ページから構成されます。

ネットワークアクセスの許可されるプロトコルの定義

許可されるプロトコルは、ネットワークリソースへのアクセスを要求するデバイスとの通信に

Cisco ISEが使用できるプロトコルのセットを定義します。許可されるプロトコルアクセスサー
ビスは、認証ポリシーを設定する前に作成する必要がある独立したエントリです。許可されるプ

ロトコルアクセスサービスは、特定の使用例に対して選択されたプロトコルが含まれているオブ

ジェクトです。

[許可されるプロトコルサービス（Allowed Protocols Services）]ページには、作成した許可される
プロトコルサービスがすべて表示されます。Cisco ISEで事前に定義されたデフォルトのネット
ワークアクセスサービスが存在します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、認証に使用するプロトコルサービスの基本を理解している必要があり

ます。
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•この章の「Cisco ISE認証ポリシー」の項を参照して、さまざまなデータベースでサポートさ
れる認証タイプおよびプロトコルについて理解します。

•「PACオプション」を確認して、各プロトコルサービスの機能とオプションを理解し、使用
しているネットワークに最適な選択ができるようにしてください。

•手順を進める前に、グローバルプロトコル設定を必ず定義してください。

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [認証（Authentication）] >
[許可されるプロトコル（Allowed Protocols）]を選択します。
Cisco ISEが FIPSモードで動作するように設定されている場合は、一部のプロトコルがデフォルトで無効
になり、それらのプロトコルを設定できません。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。
ステップ 3 必要な情報を入力します。

ステップ 4 ネットワークに適切な認証プロトコルとオプションを選択します。

ステップ 5 PACの使用を選択した場合、適切な選択を行います。
匿名PACプロビジョニングを有効にするには、内部方式としてEAP-MSCHAPv2とExtensibleAuthentication
Protocol-Generic Token Card（EAP-GTC）の両方を選択する必要があります。また Cisco ISEでは、マシン
認証の外部 IDソースとしては Active Directoryだけがサポートされる点に注意してください。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックして、許可されるプロトコルサービスを保存します。
許可されるプロトコルサービスは、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーのページで独

立したオブジェクトとして表示されます。このオブジェクトは異なるルールに使用できます。

これで、単純な認証ポリシーおよびルールベースの認証ポリシーを作成できるようになります。

内部方式として EAP-MSCHAPを無効にし、PEAPまたは EAP-FASTの EAP-GTCと EAP-TLS内部方式を
有効にすると、ISEは内部方式のネゴシエーション中にEAP-GTC内部方式を開始します。最初のEAP-GTC
メッセージがクライアントに送信される前に、ISEは ID選択のポリシーを実行して、IDストアから GTC
パスワードを取得します。このポリシーの実行中、EAP認証は EAP-GTCと同じです。EAP-GTC内部方
式がクライアントによって拒否され、EAP-TLSがネゴシエートされても、IDストアポリシーが再び実行
されることはありません。IDストアポリシーが EAP認証属性に基づいている場合、本当の EAP認証は
EAP-TLSでありながら IDポリシー評価後に設定されたため、予期しない結果になることがあります。
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シスコ以外のデバイスからの MAB の有効化
次の設定を順番に設定して、シスコ以外のデバイスからMABを設定します。

ステップ 1 認証されたエンドポイントのMACアドレスが、エンドポイントデータベースで使用可能なことを確認し
ます。プロファイラサービスによって、これらのエンドポイントを追加したり、自動的にプロファイリン

グしたりできます。

ステップ 2 シスコ以外のデバイス（PAP、CHAP、EAP-MD5）で使用されるMAC認証のタイプに基づいて、ネット
ワークデバイスプロファイルを作成します。

a) [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスプ
ロファイル（Network Device Profiles）]の順に選択します。

b) [追加（Add）]をクリックします。
c) ネットワークデバイスプロファイルの名前と説明を入力します。
d) [ベンダー（Vendor）]ドロップダウンリストからベンダー名を選択します。
e) デバイスがサポートするプロトコルのチェックボックスをオンにします。デバイスがRADIUSをサポー
トする場合は、ネットワークデバイスで使用する RADIUSディクショナリを選択します。

f) [認証/許可（Authentication/Authorization）]セクションを展開し、フロータイプ、属性エイリアシング、
およびホストルックアップに関するデバイスのデフォルト設定を行います。

g) [ホストルックアップ（MAB）（Host Lookup (MAB)）]セクションで、次を実行します。

• [ホストルックアップの処理（Process Host Lookup）]：ネットワークデバイスプロファイルで使
用されるホストルックアップ用のプロトコルを定義するには、このチェックボックスをオンにし

ます。

さまざまなベンダーからのネットワークデバイスは、MAB認証を異なる方法で実行します。デ
バイスタイプに応じて、使用しているプロトコルの [パスワードを確認（CheckPassword）]チェッ
クボックスまたは [Calling-Station-IdがMACアドレスと等しいかを確認（CheckingCalling-Station-Id
equals MAC Address）]チェックボックス、またはその両方をオンにします。

• [PAP/ASCII経由（Via PAP/ASCII）]：ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスプ
ロファイルからの PAP要求を検出するように Cisco ISEを設定するには、このチェックボックス
をオンにします。

• [CHAP経由（Via CHAP）]：ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスからのこのタ
イプの要求を検出するようにCisco ISEを設定するには、このチェックボックスをオンにします。

• [EAP-MD5経由（Via EAP-MD5）]：ネットワークデバイスプロファイルに EAPベースのMD5
ハッシュ認証を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

h) [アクセス許可（Permissions）]、[認可変更（CoA）（Change of Authorization (CoA)）]、[リダイレクト
（Redirect）]のセクションで必要な詳細を入力して、[送信（Submit）]をクリックします。
カスタム NADプロファイルを作成する方法については、『Network Access Device Profiles with Cisco
Identity Services Engine』を参照してください。
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ステップ 3 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]の順に選択します。

ステップ 4 MABを有効にするデバイスを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 5 [ネットワークデバイス（Network Device）]ページの [デバイスプロファイル（Device Profile）]ドロップ
ダウンリストから、手順 2で作成したネットワークデバイスプロファイルを選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

Cisco NADでは、MABおよびWeb/ユーザ認証に使用する Service-Type値は異なります。これ
により、Cisco NADを使用する場合に、ISEはMABとWeb認証を区別できます。シスコ以外
の一部のNADでは、MABとWeb/ユーザ認証に同じ値のService-Type属性を使用しています。
この場合、アクセスポリシーでセキュリティ上の問題につながる場合があります。シスコ以

外のデバイスでMABを使用する場合は、ネットワークセキュリティが侵害されないように、
追加の許可ポリシールールを設定することを推奨します。たとえば、プリンタでMABを使用
する場合は、ACLのプリンタプロトコルポートに制限する許可ポリシールールを設定できま
す。

（注）

シスコデバイスからの MAB の有効化
次の設定を順番に設定して、シスコデバイスからMABを設定します。

ステップ 1 認証されたエンドポイントのMACアドレスが、エンドポイントデータベースで使用可能なことを確認し
ます。プロファイラサービスによって、これらのエンドポイントを追加したり、自動的にプロファイリン

グしたりできます。

ステップ 2 シスコデバイス（PAP、CHAP、EAP-MD5）で使用されるMAC認証のタイプに基づいて、ネットワーク
デバイスプロファイルを作成します。

a) [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（Network Resources）] > [ネットワークデバイスプ
ロファイル（Network Device Profiles）]の順に選択します。

b) [追加（Add）]をクリックします。
c) ネットワークデバイスプロファイルの名前と説明を入力します。
d) デバイスがサポートするプロトコルのチェックボックスをオンにします。デバイスがRADIUSをサポー
トする場合は、ネットワークデバイスで使用する RADIUSディクショナリを選択します。

e) [認証/許可（Authentication/Authorization）]セクションを展開し、フロータイプ、属性エイリアシング、
およびホストルックアップに関するデバイスのデフォルト設定を行います。

f) [ホストルックアップ（MAB）（Host Lookup (MAB)）]セクションで、次を実行します。

• [ホストルックアップの処理（Process Host Lookup）]：ネットワークデバイスプロファイルで使
用されるホストルックアップ用のプロトコルを定義するには、このチェックボックスをオンにし

ます。
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デバイスタイプに応じて、使用しているプロトコルの [パスワードを確認（Check Password）]
チェックボックスまたは [Calling-Station-IdがMACアドレスと等しいかを確認（Checking
Calling-Station-Id equals MAC Address）]チェックボックス、またはその両方をオンにします。

• [PAP/ASCII経由（Via PAP/ASCII）]：ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスプ
ロファイルからの PAP要求を検出するように Cisco ISEを設定するには、このチェックボックス
をオンにします。

• [CHAP経由（Via CHAP）]：ホストルックアップ要求としてネットワークデバイスからのこのタ
イプの要求を検出するようにCisco ISEを設定するには、このチェックボックスをオンにします。

• [EAP-MD5経由（Via EAP-MD5）]：ネットワークデバイスプロファイルに EAPベースのMD5
ハッシュ認証を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

g) [アクセス許可（Permissions）]、[認可変更（CoA）（Change of Authorization (CoA)）]、[リダイレクト
（Redirect）]のセクションで必要な詳細を入力して、[送信（Submit）]をクリックします。
カスタム NADプロファイルを作成する方法については、『Network Access Device Profiles with Cisco
Identity Services Engine』を参照してください。

ステップ 3 [管理（Administration）] > [ネットワークリソース（NetworkResources）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]の順に選択します。

ステップ 4 MABを有効にするデバイスを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 5 [ネットワークデバイス（Network Device）]ページの [デバイスプロファイル（Device Profile）]ドロップ
ダウンリストから、手順 2で作成したネットワークデバイスプロファイルを選択します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

ISEコミュニティリソース

IPフォンの認証機能については、「Phone Authentication Capabilities」を参照してください。
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